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　九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイエン

ス専攻は，修士課程を2011年4月に，博士後期課程を

2013年4月に設置し，図書館情報学，アーカイブズ学およ

び情報科学の「新しい枠組に基づき，知の創造に関わる問

題を知の統合によって解決し，ユーザーの視点に立った情

報の管理・提供を担う人材を育成する」ことを目標として，

教育と研究，国際交流や情報発信を進めてきました．

　この間，関連の分野ではさまざまな新しい動きが展開し

てきています．電子図書館やデジタル・アーカイブの進展は

もとより，オープンサイエンスやオープンデータ，デジタ

ル・ヒューマニティーズなどの出現は，ライブラリーサイエン

ス専攻にとっても新しいチャレンジングな課題となってい

ます．これらの新しい動向に対応するために，ライブラリー

サイエンス専攻では国際交流を含めた各種のシンポジウム

やワークショップを開催して，情報発信に努めています．

　2017年度には，日本アーカイブズ学会との共催によるシ

ンポジウム「情報管理専門職をめぐる民間企業と大学・学

界－記録情報管理の現状と研究教育・人材育成－」や本学

他機関との共催による国際講演会「コンピュテーショナル・

アーカイバル・サイエンス(Computational Archival 

Science)」を開催しました．

　2017年度には教育面においても，ライブラリーサイエン

ス専攻の特徴をより明確に打ち出し，社会人を含む学生の

履修ニーズにもよりよく応えるために，カリキュラム改正を

実施しました．さらに，2018年度の伊都地区へのキャンパ

ス移転を控え，その準備も着々と進めています．このような

状況のなか，ライブラリーサイエンス専攻は新しいステー

ジへ向けて飛躍しようとしています．

ライブラリーサイエンス
専攻長

酒匂　一郎

ライブラリーサイエンス専攻の
さらなる飛躍へ

●専攻長挨拶
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　ライブラリーサイエンス専攻では，日本アーカイブズ学会，九州大学附属図書館との共催により，情報管理専門

職人材の養成をめぐるシンポジウムを開催しました．

【プログラム】

趣旨説明　

清原和之（日本アーカイブズ学会研究部会委員／学習院大学）

報告

三谷直也（株式会社　日立ドキュメントソリューションズ）

「「企画」「開発」「運用」が三位一体となったプロジェクトマネジメント支援　－記録情報管理の視点から－」

高津隆（帝国データバンク史料館）

「企業の記録と資料を守るために　－出番を待つアーカイブズ専門家－」

岡崎敦（九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻）

「21世紀の記録情報管理専門職の養成について」

シンポジウム「情報管理専門職をめぐる民間企業と大学・学界
　　　　　   ―記録情報管理の現状と研究教育・人材育成―」
日時：2017年11月17日（金）14時～17時
会場：九州大学中央図書館4階視聴覚ホール

「情報管理専門職をめぐる民間企業と大学・学界　
―記録情報管理の現状と研究教育・人材育成―」
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Department of Library Science, Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu University

るアカウンタビリティ要請の高まりを背景にして，組

織における現用記録管理への関与の重要性が指摘さ

れてきた．しかしながら，近年，イギリス国立公文書館

やオーストラリア国立公文書館のwebサイトやガイダ

ンスにみられるように，電子環境において取り扱うべ

き情報の類型や性格が多様化するなかで，従来の記

録管理（records management）という表現に代

わって，情報管理（information management）とい

う表現が用いられてきている．この表現の変化には2

つの点が含意されているものと考えられる．第一に，

証拠としての「記録」それ自体の事後的な管理・保存

から，作成・収受される「情報」を生み出す組織の業務

プロセス自体の管理への重点の移行，第二に，情報を

資産として位置づけることで，その価値づけと積極的

な利活用の促進がはかられてきている点である．第

一の情報の生成から処分に至る業務プロセス全体を

管理するためのシステム設計にあたっては，プロジェ

クトマネジメントの技法が参考となる．そこで，三谷直

也氏からはその技法を用いた業務支援の実際と課題

について報告していただいた．そして，第二の点につ

いては，2000年代以降の企業の社会的責任への取り

組みが重視される流れのなかで，企業イメージのブラ

ンド化やアイデンティティの再創造，経営改革のため

の情報資産の戦略的価値づけの重要性が高まってき

ていることとも呼応するものであり，高津隆氏からは

企業資料の価値の再発見や利活用の具体的事例と，

そこで求められるアーキビストの役割について報告し

ていただいた．

　このように情報管理の重要性が社会的に高まりつ

つある一方で，現在の日本の情報管理専門職のキャリ

ア形成をめぐっては，その送り手と受け手双方におけ

る遮蔽要因が存在している．すなわち，受け手である

民間企業のジェネラリスト志向の人事制度と，人材を

送り出す側である大学院における専門的教育研究の

社会との不適合という問題である．そこで，岡崎氏か

らは近年の欧米の情報管理専門職をめぐる動向を踏

まえて，これらの要因を乗り越える専門職養成のあり

方について報告いただいた．パネルディスカッション

では，以上の三報告を受けて，業務全体のマネジメン

トと新たな価値付けが求められる情報管理専門職を

どのように育成していくかという問題について，フロ

アを交えた活発な議論が行われた．

　情報環境が急速に変容する現代社会において，業

務の現場で生成される情報はますます多様化し，そ

の様々な記録情報の管理を担う情報管理専門職の

ミッションのあり方もまた変容してきている．今回の

シンポジウムは，特に民間企業に焦点を当てて，組織

における記録情報管理の現状と課題を把握し，企業

が求める情報管理上のニーズに専門職養成を担う大

学・学界側はどのように応じ，何を提供しうるかという

問題を議論し，今後の情報管理専門職のあり方を問

うことを目的に企画された．趣旨説明では，アーカイ

ブズ学の視点から，「情報管理」という言葉を主題に

掲げた意味と，その専門職育成における現状について

整理した．

　アーカイブズ学界では，20世紀末頃の社会におけ

清原　和之 (日本アーカイブズ学会委員／学習院大学アーカイブズ学専攻)趣旨説明

パネルディスカッション

専
攻
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【報告概要】

　九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイ

エンス専攻を卒業後，「㈱日立ドキュメントソリュー

ションズ　EPCプロジェクト本部」に所属し，「顧客の

プロジェクトを成功に導くべく，プロジェクトマネジメ

ント (以下PM) に必要な情報管理を徹底的に支援す

る」事業に携わっているものの立場から，記録情報管

理の視点からみたPMにおける課題を，個人的見解と

して報告した．

【報告詳細】

　＊社外に公開できる出来る情報に限りがあるため，

当日の報告内容を網羅していないことをご了承願い

ます．

1.プロジェクトとは

　プロジェクトとは，(1) 期間限定(有期性)で行われ

る個別活動(独自性)であるもの，(2) 不確実性が顕著

(不確実性)となるもの，と一般的に定義され，プロ

ジェクトの例として，アポロ計画やシステム開発など

が挙げられます．

　その中でも特に，E n g i n e e r i n g ( 設 計 )，

Procurement(調達)，Construction(工事)を含むプ

ロジェクトを，それぞれの頭文字をとり「EPCプロジェ

Creating Open Data for New Scholarship: 
HathiTrust Research Center Case
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「企画」「開発」「運用」が三位一体となった
プロジェクトマネジメント支援
－記録情報管理の視点から－

三谷 直也 
（日立ドキュメントソリューションズ）

クト」と呼んでおり，発電所や化学プラントの建設が

その代表例として挙げられます．

2.EPCプロジェクトマネジメント支援

　プロジェクト(最終的な目的及び達成期日が個別明

確に定義されている仕事)を成功に導くためには，プ

ロジェクトの「品質」「スケジュール」「コスト」を管理す

るPMが必要不可欠です．

　私の所属する「㈱日立ドキュメントソリューション

ズ　EPCプロジェクト本部」では，顧客のプロジェク

トを成功に導くために，EPCプロジェクトで培った管

理のノウハウを用いた徹底的なPM支援を実施してい

ます．具体的には，顧客の各プロジェクト固有の特徴

を考慮した「PM手法の企画」・「PMシステムの開発」・

「情報収集などPMデータ運用」を三位一体として，以

下4項目の観点から統合的にPM支援を実施していま

す．　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) プロジェクト工程管理：工程管理の要となるＷＢ 

　  Ｓ(仕事の作業単位)，管理単位の構築支援

(2) 図書統合管理：図書の発行・授受管理，期限管理  

　  支援

(3) 製品納期管理：工程情報計画･生成ならびに工程

　  運用･購入品管理支援

(4) 現地工事管理：現場に密着したシステム構築支援

このほか「具体的支援要領」ならびに「記録情報管理

の視点からみたPMにおける課題」を報告しましたが，

本紙面では割愛させていただきます．
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【報告概要】

　九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイ

エンス専攻を卒業後，「㈱日立ドキュメントソリュー

ションズ　EPCプロジェクト本部」に所属し，「顧客の

プロジェクトを成功に導くべく，プロジェクトマネジメ

ント (以下PM) に必要な情報管理を徹底的に支援す

る」事業に携わっているものの立場から，記録情報管

理の視点からみたPMにおける課題を，個人的見解と

して報告した．

【報告詳細】

　＊社外に公開できる出来る情報に限りがあるため，

当日の報告内容を網羅していないことをご了承願い

ます．

1.プロジェクトとは

　プロジェクトとは，(1) 期間限定(有期性)で行われ

る個別活動(独自性)であるもの，(2) 不確実性が顕著

(不確実性)となるもの，と一般的に定義され，プロ

ジェクトの例として，アポロ計画やシステム開発など

が挙げられます．

　その中でも特に，E n g i n e e r i n g ( 設 計 )，

Procurement(調達)，Construction(工事)を含むプ

ロジェクトを，それぞれの頭文字をとり「EPCプロジェ
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三谷 直也 
（日立ドキュメントソリューションズ）

クト」と呼んでおり，発電所や化学プラントの建設が

その代表例として挙げられます．

2.EPCプロジェクトマネジメント支援

　プロジェクト(最終的な目的及び達成期日が個別明

確に定義されている仕事)を成功に導くためには，プ

ロジェクトの「品質」「スケジュール」「コスト」を管理す

るPMが必要不可欠です．

　私の所属する「㈱日立ドキュメントソリューション

ズ　EPCプロジェクト本部」では，顧客のプロジェク

トを成功に導くために，EPCプロジェクトで培った管

理のノウハウを用いた徹底的なPM支援を実施してい

ます．具体的には，顧客の各プロジェクト固有の特徴

を考慮した「PM手法の企画」・「PMシステムの開発」・

「情報収集などPMデータ運用」を三位一体として，以

下4項目の観点から統合的にPM支援を実施していま

す．　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) プロジェクト工程管理：工程管理の要となるＷＢ 

　  Ｓ(仕事の作業単位)，管理単位の構築支援

(2) 図書統合管理：図書の発行・授受管理，期限管理  

　  支援

(3) 製品納期管理：工程情報計画･生成ならびに工程

　  運用･購入品管理支援

(4) 現地工事管理：現場に密着したシステム構築支援

このほか「具体的支援要領」ならびに「記録情報管理

の視点からみたPMにおける課題」を報告しましたが，

本紙面では割愛させていただきます．
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■はじめに

　今回の報告の柱は大きく二つある．ひとつが，ビジネ

スの世界ではアーカイブズの専門家は社内に自ら依っ

て立つ基盤を構築しないと生き残るのは難しいという

こと．そしてアーキビストも情報管理の専門職として，

所属企業の事業と組織の内情に精通したうえで，企業

の社会的責任を果たし，社会貢献活動を具体的に担う

必要があることだ．

　帝国データバンク（TDB）は1900年の創業以来，企

業に関する総合的な情報提供サービスを主業としてき

た．そのためにいくらアーカイブズ学の理論と知識に

長けていても，調査現場への理解が希薄だと，社内的

な評価は得られないし，受け入れられない．言ってみれ

ば，アーカイブズの“原理主義者”には問題を解決でき

ないということだ．あるアーカイブズの実践家に指摘さ

れたことだが，原理は応用を助け，原理も応用によって

鍛えられるのである．

■企業の記録は貴重な情報資源

　昨今，公文書を「捨てる」「隠す」「作らない」ことが問

題視されている．しかし企業の記録資料もどんどん消

えているのが実情である．社史を編纂するとき，「絶対

にあるはず」と思っていた資料が，「あるべき保管場所」

から消えていた．「ない，ない」と大騒ぎしていたら，

「あ，それ，私が持っています」．組織，機関の重要な資料

が個人保有されていた例も珍しくない．最近では，デジ

タル化したデータが保存されているはずの共有フォル

ダに見当たらず，必死で検索していたら，ローカルに収

録していたということもある．

　実際問題として，社内の記録や資料を日常的に一元

管理している企業は限られ，中小・中堅を含めれば，ほ

とんどの企業は，法定保存年限をすぎた資料を，何の

疑問も持たずに「断・捨・離」するか，各部門のロッカー

や書棚に放置，結果的に散逸させてしまう．

　こうしたことの背景には，資料管理，記録保存に関す

る認識が浅いということ以外に，専門職としてのアーキ

ビストが不在のために，適切かつ適正な管理の方法が

分からないことも大きな要因としてあるように思われ

る．一般論だが，そうした問題意識もあって，当館では

先年，正規職員としてアーキビストをキャリア採用し

た．当初は社内ローテーションでの人事異動を検討し

たのだが，どの部門も業務が輻輳，マンパワーに余裕が

ないなどの事情もあって，外部に人材を求めた．

　「TDB事業全般に強い関心を持ち，アーカイブズに

関する専門的な知識と経験があり，史料館業務にも精

通していること」．

　これは募集要項の一部である．史料館業務とは，①

当館が保有する資料の整理・保管・評価だけではなく，

②社内外に散在している信用調査業に関係する歴史的

Creating Open Data for New Scholarship: 
HathiTrust Research Center Case
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企業の記録と資料を
守るために
－出番を待つアーカイブズ専門家－

高津　隆 （帝国データバンク史料館 館長）

資料の収集，保管，調査研究　③TDBが長年の調査事

業によって構築した約170万件に上る調査報告書ファイ

ルや約150万件におよぶ企業概要データベースそして

外部機関が持つデータを補完的に利用した展示企画

の立案とプロデュースなど，多岐にわたる．なかでも

TDBの保有する企業情報データベースは，当社の経営

資源であると同時に重要な情報資源だ．ある意味，社

会的にも貴重なアーカイブズと言えよう．そのために

アーキビストがTDBで機能するには，そうした情報管

理の専門職としての役割と責任を果たさなければなら

ない．

■新たな視点で情報資源の価値化を考える

　情報管理の専門職は，企業の記録や資料をどのよう

に整理，保管するのか．活用（価値化）するための条件と

は何か．TDBの社内記録や資料だけではなく，保有す

る他社の貴重な記録資料を素材として，情報管理の専

門職ならではの観点から，それらを利活用する，新たな

視点で情報資源を価値化していく必要があるのではな

いか．

　先にも述べたが，企業の現場では未だにアーカイブ

ズへの理解が十分に進んでいるとは言い難い．当社で

も多くの企業と同様，総合職としての社員養成が主軸

で，多様な業務に従事，精通した者が出世の階段を上っ

ていく．だから，誤解を恐れずに言えば，“タコツボ”に

嵌った「アーカイブズ原理主義」だけでは，ビジネスの

現場にはなかなか馴染めない．自ら進んで資料の存在

を探しに行く．資料のありかを自ら現地現認する（確認

ではない）．社内各部門での資料作りにも積極的に関

与し，提案する．そのためには現場での業務知識も必

要となる．収蔵庫の中と外を往復するだけでは，情報に

新たな価値を見出すことなどできるはずがない．

　そこで，これから出番を迎えるアーキビストに期待す

ることは三つある．①時代と緊密に結びつくテーマ設

定（企画力）　②多様で多彩な人的ネットワーク（社内

外に構築する有用な人脈）　③企画を実現させるため

の手腕，ファンドレージングスキル（折衝力）．

　また，そのための三つのミッションを提起しておきた

い．「広報（Communication）」「教育（Education）」

「解説（Interpretation）」である．

　いずれにせよ，ビジネスの世界でアーキビストが情報

管理の専門職として機能を発揮するのは簡単なことで

はない．それだけにやりがいがあり，使命を果たした時

の達成感は素晴しく大きいともいえそうだ．
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■はじめに

　今回の報告の柱は大きく二つある．ひとつが，ビジネ

スの世界ではアーカイブズの専門家は社内に自ら依っ

て立つ基盤を構築しないと生き残るのは難しいという

こと．そしてアーキビストも情報管理の専門職として，

所属企業の事業と組織の内情に精通したうえで，企業

の社会的責任を果たし，社会貢献活動を具体的に担う

必要があることだ．

　帝国データバンク（TDB）は1900年の創業以来，企

業に関する総合的な情報提供サービスを主業としてき

た．そのためにいくらアーカイブズ学の理論と知識に

長けていても，調査現場への理解が希薄だと，社内的

な評価は得られないし，受け入れられない．言ってみれ

ば，アーカイブズの“原理主義者”には問題を解決でき

ないということだ．あるアーカイブズの実践家に指摘さ

れたことだが，原理は応用を助け，原理も応用によって

鍛えられるのである．

■企業の記録は貴重な情報資源

　昨今，公文書を「捨てる」「隠す」「作らない」ことが問

題視されている．しかし企業の記録資料もどんどん消

えているのが実情である．社史を編纂するとき，「絶対

にあるはず」と思っていた資料が，「あるべき保管場所」

から消えていた．「ない，ない」と大騒ぎしていたら，

「あ，それ，私が持っています」．組織，機関の重要な資料

が個人保有されていた例も珍しくない．最近では，デジ

タル化したデータが保存されているはずの共有フォル

ダに見当たらず，必死で検索していたら，ローカルに収

録していたということもある．

　実際問題として，社内の記録や資料を日常的に一元

管理している企業は限られ，中小・中堅を含めれば，ほ

とんどの企業は，法定保存年限をすぎた資料を，何の

疑問も持たずに「断・捨・離」するか，各部門のロッカー

や書棚に放置，結果的に散逸させてしまう．

　こうしたことの背景には，資料管理，記録保存に関す

る認識が浅いということ以外に，専門職としてのアーキ

ビストが不在のために，適切かつ適正な管理の方法が

分からないことも大きな要因としてあるように思われ

る．一般論だが，そうした問題意識もあって，当館では

先年，正規職員としてアーキビストをキャリア採用し

た．当初は社内ローテーションでの人事異動を検討し

たのだが，どの部門も業務が輻輳，マンパワーに余裕が

ないなどの事情もあって，外部に人材を求めた．

　「TDB事業全般に強い関心を持ち，アーカイブズに

関する専門的な知識と経験があり，史料館業務にも精

通していること」．

　これは募集要項の一部である．史料館業務とは，①

当館が保有する資料の整理・保管・評価だけではなく，

②社内外に散在している信用調査業に関係する歴史的

Creating Open Data for New Scholarship: 
HathiTrust Research Center Case

Annual Report　2017/201807 Annual Report　2017/2018

Department of Library Science, Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu University

企業の記録と資料を
守るために
－出番を待つアーカイブズ専門家－

高津　隆 （帝国データバンク史料館 館長）

資料の収集，保管，調査研究　③TDBが長年の調査事

業によって構築した約170万件に上る調査報告書ファイ

ルや約150万件におよぶ企業概要データベースそして

外部機関が持つデータを補完的に利用した展示企画

の立案とプロデュースなど，多岐にわたる．なかでも

TDBの保有する企業情報データベースは，当社の経営

資源であると同時に重要な情報資源だ．ある意味，社

会的にも貴重なアーカイブズと言えよう．そのために

アーキビストがTDBで機能するには，そうした情報管

理の専門職としての役割と責任を果たさなければなら

ない．

■新たな視点で情報資源の価値化を考える

　情報管理の専門職は，企業の記録や資料をどのよう

に整理，保管するのか．活用（価値化）するための条件と

は何か．TDBの社内記録や資料だけではなく，保有す

る他社の貴重な記録資料を素材として，情報管理の専

門職ならではの観点から，それらを利活用する，新たな

視点で情報資源を価値化していく必要があるのではな

いか．

　先にも述べたが，企業の現場では未だにアーカイブ

ズへの理解が十分に進んでいるとは言い難い．当社で

も多くの企業と同様，総合職としての社員養成が主軸

で，多様な業務に従事，精通した者が出世の階段を上っ

ていく．だから，誤解を恐れずに言えば，“タコツボ”に

嵌った「アーカイブズ原理主義」だけでは，ビジネスの

現場にはなかなか馴染めない．自ら進んで資料の存在

を探しに行く．資料のありかを自ら現地現認する（確認

ではない）．社内各部門での資料作りにも積極的に関

与し，提案する．そのためには現場での業務知識も必

要となる．収蔵庫の中と外を往復するだけでは，情報に

新たな価値を見出すことなどできるはずがない．

　そこで，これから出番を迎えるアーキビストに期待す

ることは三つある．①時代と緊密に結びつくテーマ設

定（企画力）　②多様で多彩な人的ネットワーク（社内

外に構築する有用な人脈）　③企画を実現させるため

の手腕，ファンドレージングスキル（折衝力）．

　また，そのための三つのミッションを提起しておきた

い．「広報（Communication）」「教育（Education）」

「解説（Interpretation）」である．

　いずれにせよ，ビジネスの世界でアーキビストが情報

管理の専門職として機能を発揮するのは簡単なことで

はない．それだけにやりがいがあり，使命を果たした時

の達成感は素晴しく大きいともいえそうだ．
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　情報管理のあり方が，現代社会の急速な国際化，情

報化のなかで，従来とは異なった新たなステージに脱

皮しつつある．これに対応する専門職人材養成のため

に，大学，社会双方において，なにが求められているの

かについて論じた．

１：情報管理専門職とはどのような仕事か？

　現在，欧米各国において，アーキビストの職務標準，

あるいはそれに類したものが公開されている．オース

トラリア・アーキビスト協会および記録情報管理専門

家協会の『レコードキーピング専門家の知識の声明』

（2006，2011），イギリスおよびアイルランドのアーカ

イブズおよび記録協会公開のもの，フランス・アーキ

ビスト協会による「ポスト標準」（2014），さらにはアメ

リカ・アーキビスト協会の「アーカイブズ学大学院教

育プログラムガイドライン」（2016）にも同様の記述

がある．これらの資料に共通に認められる特徴とし

て，以下の諸点がある．

　第一に，記録情報管理における「事前介入」の不可

欠性の認識の共有である．特に電子的な環境のもと

での適正な情報管理は，事後的な整理では対応でき

ず，生成段階からの全過程への介入が必須である．第

二に，マネジメントおよび資料の「価値づけ」戦略の重

要性の高まりが指摘される．最後に，情報管理専門職

が，階層化されたキャリアと給与体系として構想され，

これに対応する学位，教育システムと直接リンクして

いることである．

２：情報管理の現在的特徴：統合へ

　資料や情報の真正性はメタ情報によって保証される

が，電子環境のもとでは，資料の「価値」の保存のあり

方自体が根本的に問われている．このような状況のな

か，アーカイブズ学，図書館情報学領域において，発想

を同じくするメタ情報標準が提案されている．

　2012年に国際アーカイブズ委員会において研究が

始められた，「コンテクストのなかの記録」Records in 

Context (RiC) (2016)は，いわゆる実体＝関係モデ

ルを採用している．実体は，記録の単位，主体，機能，形

式他からなり，これらの実体を述語が結ぶかたちで，

関係が記述される．

　これに類似し，おそらく圧倒的な影響を与えたの

が，図書館情報学の「書誌レコードの機能要件」
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Records（FRBR）(1998/2009)，およびその展開とし

て「資源，記述およびアクセス」R e s o u r c e  

Description and Access（RDA）(2010)である．こ

こでは，統合的な単位としての実体概念を，情報資源

の形態（著作，表現形，体現形，個別資料），主体（個人，

家族，団体），機能（概念，物，出来事，場所），さらには

集合的実体と構成的実体との区別として把握した上

で，実体の属性，さらにはそれらの関係が記述される．

　両者に共通して，以下の二点を指摘することができ

る．第一に，双方とも資料自体の事後的記述ではな

く，資料を生み出す環境や条件自体を記述することを

強く志向していることである．実体をコンテクストと

プロセスからなる関係の束によって把握しており，

アーカイブズ学の本質に近い．第二に，資料の価値の

由来は不変の「コンテンツ」とは考えられていない．そ

こでは，一方で組織内の多様な情報の価値の再創造

が，他方では情報資源の「社会的価値付け」をめぐる

問題が焦点となる．

３:民間企業の情報管理ミッションと専門職人材養成

　情報管理は，総務，財務，監査などの経営管理部門，

研究成果の評価・管理などの研究開発部門，広報・ブ

ランド戦略などの企業の社会的責任などを担当する

既存の部局の業務と一体化することで，その価値が高

まる．他方，情報管理を担う専門職人材については，組

織内での経営中枢における位置づけが重要である．

記録情報管理は，組織運営自体に密接に関係してお

り，両者を区別することはできない．最後に，システム

全体の設計・管理，単純あるいは特殊労働などはアウ

トソーシングや外部との連携が現実的である．

　最後に，特に日本における情報管理専門職のキャリ

ア形成問題について，以下の諸点を提案したい．第一

に，研究・教育の両面における産官学連携の促進であ

る．カリキュラムの共同開発，実質的なインターンシッ

プなどが考えられよう．第二に，情報管理専門領域の

相互連携がある．公文書と民間企業資料との間，図書

館と文書館との間にも，「コンテンツからコンテクス

ト・プロセスの管理へ」という変化が共有されている．

最後に，日本における最大の問題は，専門職人材に関

する理解にあろう．欧米において，専門職人材が学歴

やキャリア形成とセットで構想されるのは，少なくとも

大学院修了レヴェルの上級専門職人材は管理職に相

当することが当然と考えられているからである．

 (ライブラリーサイエンス専攻 教授)
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始められた，「コンテクストのなかの記録」Records in 

Context (RiC) (2016)は，いわゆる実体＝関係モデ

ルを採用している．実体は，記録の単位，主体，機能，形

式他からなり，これらの実体を述語が結ぶかたちで，

関係が記述される．

　これに類似し，おそらく圧倒的な影響を与えたの
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全体の設計・管理，単純あるいは特殊労働などはアウ

トソーシングや外部との連携が現実的である．

　最後に，特に日本における情報管理専門職のキャリ

ア形成問題について，以下の諸点を提案したい．第一

に，研究・教育の両面における産官学連携の促進であ

る．カリキュラムの共同開発，実質的なインターンシッ

プなどが考えられよう．第二に，情報管理専門領域の

相互連携がある．公文書と民間企業資料との間，図書

館と文書館との間にも，「コンテンツからコンテクス

ト・プロセスの管理へ」という変化が共有されている．

最後に，日本における最大の問題は，専門職人材に関

する理解にあろう．欧米において，専門職人材が学歴

やキャリア形成とセットで構想されるのは，少なくとも

大学院修了レヴェルの上級専門職人材は管理職に相

当することが当然と考えられているからである．
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　二団体主催の一団体共催という形で行われた本研

究集会は，企業の情報管理，企業アーカイブズ活動，

そしてそれらを統合的に支援する研究教育と人材育

成までを捉えようとする一大スペクタクルとでも言う

べき企画であり，緊張と集中の中で新鮮な情報と重

要な課題・提案を縦横に織りなそうとするものであっ

た．進行にあたっては，司会清原和之氏のプレゼン付

き趣旨説明があり，丁寧な導入が行われた．そこで

は，電子情報環境が変化する中で「記録管理」から「情

報管理」に焦点と範囲を変化させなければならないこ

と，またアカウンタビリティや「企業の社会的責任」

（CSR）に加え，ブランディングや再創造のために情報

資産を戦略的に価値付ける必要があること，にもかか

わらず企業の一般的なジェネラリスト志向とあいまっ

て，専門職の教育研究やキャリアパスが軌道にのらな

い問題が存在することが述べられ，それら一連の諸問

題を打開しようとする企画であることが宣言された．

　報告をラフスケッチさせていただきたい．一本目三

谷直也報告は，H社における様々なEPC（設計・調達・

建設）プロジェクト事業を専門的に管理支援する部門

の活動を取り上げたものであった．具体的には，プロ

ジェクト工程管理，図書統合管理，製品納期管理，現

地工事管理，人間中心設計，データセンタの6つの管

理局面があり，その管理に関する「企画，計画」・「開

発」・「運用」に入り込んで，提案，開発，実施支援，調

整・修正等を行うことにより，プロジェクトを成功と飛

躍に導くものであるとのことであった．一例をあげれ

ば，そこでの「図書」とは「契約書，設計図，仕様書な

ど」のいわゆる記録のことであり－知っている範囲で

言えば建築業界などもそうであるが－，それを取り巻

く情報管理を通して，提出・返却などの期限管理等が

なされるという関係構造となっている．これらは，記録

情報管理をブレイクダウンして実施しながらプロジェ

クト支援を行う業務活動とみられる．

　企業アーカイブズ活動に関する高津隆報告は，自ら

が館長をつとめる帝国データバンク史料館の諸活動

を題材としながら，ビジネスアーキビスト像を追求す

るものであった．そこでは資料の探索・発見，受入，整

Annual Report　2017/201811 Annual Report　2017/2018

Department of Library Science, Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu University

理，研究分析及び管理は当然としながらも，むしろ新

たなネットワークを構築しつつ，資料（情報）価値の再

発見を行う力，つまりプロデューサー的な力が必要で

あると説く．同館ではすでに4万社を越える企業の情

報を集積しているが，さらに全国長寿企業の保有史料

調査をすすめて＜ビジネス・アーカイブズ・マップ＞を

作成する構想等をもち，それにより企業社会の歴史・

文化をより深く洞察しようとしているようだ．ビジネ

スアーキビストが新たな創造的エネルギーを産み出

す「仕掛け人」となることを期待しているのである．

　情報管理の新動向を捉えつつ，それに呼応する研究

教育やキャリア形成を提案する岡崎敦報告は，世界の

主要国における情報管理専門職（アーキビストやレ

コードマネージャー等）の職務標準とそのあり方を検

討・紹介する．すなわち，デジタル環境で実現するビッ

クデータ等の情報共有や情報管理の統合を前提とし

て，管理プロセスへの「事前的介入」，高度に「階層化さ

れたキャリア」の形成，それらによる記録情報への

「『価値付け』戦略」―組織経営や文化遺産等までを射

程にする―が特徴であり，そのあり方は「統合」に向

かって大きく変化しているとする．これらを概観しつ

つ，企業や専門機関における情報管理専門職のミッ

ションを再定義すること，その認識を共有しながら，

研究教育の再開発及び「情報管理」の政策や経営戦略

を推進する必要が力強く述べられていた．

　さてこの研究集会に参加して高い緊張と集中を求

められたように感じたのは，これら報告それぞれの密

度の高さにもよるが，他にも理由がある．例えば三谷

報告では30年以上にわたり磨き上げ，結晶させた

EPCプロジェクト支援の方法論が述べられたが，岡崎

報告のキーワードであった情報管理における「統合」

やその専門職のミッションの再編成・「キャリア形成」

とどのように繋がるのか，またこの後に果たしてその

ような変化を遂げるのかどうかは知り得ないことのよ

うにも思われた．それは一面で企業活動の機密性を

背負いながらも敢えて報告に臨んでくれたことにも拠

るが，日本における現実とのギャップに拠る面が大き

いと考えた．高津報告におけるプロデューサーとして

のビジネスアーキビストが果たして岡崎報告の情報

管理専門職論と如何に繋がるかということも同じで

あるように思われた．わからないということではない．

そこから先は，参加者に創造力を逞しくしてそれを考

えなさい，繋げてみなさい，と問いを投げかける研究

集会であったのである．

　私にとってのもう一つの理由は，この二年をかけて

検討されてきた国レベルのアーキビスト職務基準が

国立公文書館によりまとめられ，年明けの１月，関係

機関等に公表されたが，それが端的に言って法律上，

行政上の要求をみたす職務基準であるのに対して，民

間企業を主たる題材とする本研究会がどのような見

取り図を最終的に示すのかということが大いに気が

かりであったからである．前者の理由と同様，直接の

回答はつかめなかったが，三谷報告と高津報告は確か

に現実をふまえ，そこから課題と展望を述べるもので

あったし，岡崎報告も研究教育の次元で最もよく整

理・総括されたものであった．この点においても本研

究集会の全体を受け，問い続け，捉え返しなさいとい

う宿題をもらうこととなった．

　一大スペクタクルが繰り広げられ，長く続くであろ

う「問い」が投げ返される．本研究集会は，このように

たいへん強いインパクトを与えるものであったが，ま

た同時に，従来にはないスケールと射程をもったこと

により，民間企業等をめぐる情報管理専門職と人材育

成の本格的論議が幕を開けたことを実感させるもの

であった．

シンポジウム
「情報管理専門職をめぐる民間企業と大学・
学界―記録情報管理の現状と研究教育・
人材育成―」参加記
保坂 裕興  (学習院大学アーカイブズ学専攻)
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き趣旨説明があり，丁寧な導入が行われた．そこで

は，電子情報環境が変化する中で「記録管理」から「情

報管理」に焦点と範囲を変化させなければならないこ
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て，専門職の教育研究やキャリアパスが軌道にのらな
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躍に導くものであるとのことであった．一例をあげれ

ば，そこでの「図書」とは「契約書，設計図，仕様書な

ど」のいわゆる記録のことであり－知っている範囲で

言えば建築業界などもそうであるが－，それを取り巻

く情報管理を通して，提出・返却などの期限管理等が

なされるという関係構造となっている．これらは，記録

情報管理をブレイクダウンして実施しながらプロジェ
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学界―記録情報管理の現状と研究教育・
人材育成―」参加記
保坂 裕興  (学習院大学アーカイブズ学専攻)
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　記録管理学会の2017年研究大会は6月2日(金)，3

日(土)に箱崎キャンパス旧工学部五号館で開催され

た．「原点回帰　記録管理学とは何か？～理論と実践

の視点から～」を統一テーマとして開催された．参加

人数は，正会員37名・学生会員7名，非会員22名の計

66名であった．　

　1日目の午前9時半から12時まで， 福岡共同公文書

館と太宰府市公文書館の見学会が行われた．終了後，

九州大学箱崎キャンパスに移動し，午後2時半から午

後5時20分まで二つの特別講演が行われた．二つの

講演は「原点回帰　記録管理学とは何か？～理論と実

践の視点から～」を踏まえたものであった．読者賢者

にはぜひ『レコード・マネジメント』（第73号，2017年

12月）を手に取り，読まれたい．

特別講演①　山崎久道氏『社会科学としての記録管

　　　　　　 理学の可能性』

特別講演②　藤田理子氏『文書の一括管理を目指す

　　　　　　 太宰府市の取り組み』

　特別講演終了後の午後5時40分から箱崎の海門で

懇親会が行われ，情報交換と親睦の場となった．

　2日目の午前9時から新会長の菅真城氏の「挨拶」

で2日目がスタートした．9時10分～10時20分に記録

管理学会のメンバーからなる研究プロジェクトが報告

された．こちらも『レコード・マネジメント』（第73号）

に掲載されている．

PJ 発表①　戎 子卿「大学における活用のための教育

　　　　　 アーカイブズ保存・管理・公開システムに    

　　　　　 関する比較研究」

PJ 発表②　小川 千代子「記録管理学体系化に関する

　　　　　 研究（その１）」

　10時40分から午後2時50分まで昼食をはさみ，A

会場・B会場に分かれ，6本ずつ計12本の研究発表が

行われ，若手研究者の発表に対して，鋭い質問，辛辣

な質疑や今後の研究への示唆あるコメントがあった．

ライブラリーサイエンス専攻博士課程の院生の報告

は次項以下を参照していただきたい．なお新原俊樹氏

の報告は「研究ノート」として『レコード・マネジメン

ト』（第73号）に掲載されているので，あわせてお目通

し願いたい．第74号には加藤和歳氏の論考も「研究

ノート」として活字になります.

　午後3時から3時30分　総評（A会場　菅真城氏　

B会場　三輪宗弘氏）がA会場で行われ，最後に全員

で記念撮影を行い，2日間の全日程を終了した．

　今回の大会をサポートしていただいた永村美奈氏，

周緯哲氏，白春波氏に記して御礼いたします．また今

回の年報に際して快く写真を提供いただいた石井幸

雄理事にも御礼いたします．

　企業や行政機関等が組織として有効に機能するた

めには，組織内の各構成員が得た知識を文書や資料

に著して蓄積し，他の構成員がそれらの文書を有効に

活用できる状態になっていなければならない．従来，

こうした文書は紙面に記録され，紙文書として書庫等

に保存・管理されてきたが，1990年代以降，組織内で

もPCや電子媒体の利用が広がり，組織が得た知識は

紙文書に代わり電子ファイルとしてファイルサーバ内

に保存・管理されるようになった．電子ファイルは品質

劣化のおそれもなく，複製も容易であるが，一方で，レ

コードスケジュールが定められないまま保存された電

子ファイルが長期間にわたり廃棄されずにファイル

サーバ内に蓄積され，現用の電子ファイルの検索の妨

げとなり，ファイルサーバの書庫としての利便性が低下

するなどの問題が生じている．

　この問題を解決するための支援環境の一つとして，

電子ファイルの廃棄・選別を支援する俯瞰図（図1）を

提案する．

　この俯瞰図は，米国AT&T研究所が開発したオープ

ンソースのツールパッケージ「Graph Visualization 

Software」（Graphviz）のマインドマップ作成機能を

応用し，ファイルサーバ内の電子ファイルの格納状況

とその時間変化の様子を可視化したものである．この

可視化において，ファイルサーバ全体を一つの「大樹」

に見立て，各フォルダを「枝」，各電子ファイルを「葉」

で表現した．新たに電子ファイルが作成されると，当該

フォルダの配下，すなわち枝の先に新緑の葉が芽生え

る．電子ファイルが編集又は参照されている間，葉は

若々しい緑色を保つが，利用されなくなった葉は徐々

に黄色，赤色に変色し，最後は灰色となって朽ちる．こ

の俯瞰図により，ファイルサーバの全体構造と各電子

ファイルの格納状況を概観し，各フォルダや各電子

ファイルの要否をひと目で判断することができる．さ

らに，図中の各フォルダに対応する位置にURLリンク

を設置し，俯瞰図から直接フォルダにアクセスして不

要な電子ファイルを廃棄することができる．この俯瞰

図を利用することで，非現用となった電子ファイルの

廃棄に係る作業の効率化が期待できる．今後，この俯

瞰図の利便性や有用性，他の手法に対する優位性に

ついて実運用の中で検証していきたい．

記録管理学会研究大会
（九州大学箱崎キャンパス）を開催して
三輪 宗弘 (ライブラリーサイエンス専攻 教授)

電子ファイルを廃棄・選別する
ための支援環境の構築について
新原 俊樹 (ライブラリーサイエンス専攻 D3)

図1  ファイルサーバの全体構造と電子ファイルの格納状況を
　　 可視化した俯瞰図
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　大学おいては教育や研究，経営に関することなど，

あらゆる記録情報を扱っている．その中でも学生に関

する記録情報の管理は，大学において当然の責務であ

り，さらには経営判断や教学施策の策定においても重

要である．近年，日本でも多くの大学で，I R

（Institutional Research）部門が設置され，大学の

記録情報を経営や教学・研究活動に効果的に活用す

る動きが広がっている．IRの定義として，Saupe 

(1990)は「IRは組織の企画，政策策定，意思決定を支

援するような情報を提供すること」としており，IRに従

事する担当者は，学内の様々な記録（情報）を統計的

な手法で分析し，その結果に基づいて業務改善や施

策の提案などを行っている．IRの業務の１つとして，学

生への質問紙調査が位置づけられている．私立大学

ではスポーツが盛んな大学が多いが，部活動に従事す

る学生の学習状況や態度については課題を抱えてい

る状況である．アメリカでは，カレッジスポーツを統括

している組織として，NCAA（National Collegiate 

Athletic Association）が存在する．NCAAは，大学

など1000以上の団体が所属し，アスリート学生を支

援しており，教育的経験をつませることを重要視して

いる．このような背景を踏まえ，本研究では体育会学

生を対象に質問紙調査を実施し，さらに体育会学生の

なかでもプロ・セミプロ志向の学生についての傾向

を，機械学習の一つであるSVM (Support Vector 

Machine)で分析した．

　紙幅の都合で分析の詳細は省くが，プロ・セミプロ

を目指す学生は，競技生活で培った競争心が非常に

強いことがわかった．また，プロになるには非常に厳

しい関門があるはずだが，自分に自信を持っており，

将来に関して疑っていなく，ある意味ポジティブシン

キングができているようである．一方で，将来のことを

深く考えない傾向については，目の前の競技に打ち込

むことにより視野が狭くなっており，その要因として

競技以外のことに興味関心が及んでいないことが考

えられる．

　熊本県では公文書館を設置せず，「統一的な行政文書の作成、分

類、保存及び保存期間満了時の措置の基準表」（以下，基準表）をもと

に，行政文書を作成・収受した部局の県職員が行政文書の保存期間

と保存期間満了後の措置等を決定している．保存期間が満了した行

政文書については外部有識者（九州大学大学院統合新領域学府ライ

ブラリーサイエンス専攻三輪宗弘ら）が評価・選別を実施している．

しかし，外部有識者の熊本県行政文書の評価・選別において，以下の

ように基準表がうまく機能していないケースが見受けられた．

i ) 基準表で保存期間が満了後に廃棄になる行政文書

　基準表で保存期間が満了後に廃棄になる行政文書であっても，評

価・選別において保存すべきと判断した行政文書が存在した．

　例えば，基準表では県議会主管課に限って県議会に関する事項の行

政文書は10年保存後に廃棄が定められている．しかし，評価・選別に

おいては県議会主管課以外が作成した行政文書であっても，県の主要

な施策に関わる行政文書は保存した方が良いという意見があった．

ii ) 条件付き廃棄・移管になっている行政文書

　基準表で保存期間満了時の措置が条件付き廃棄・移管とされてい

る行政文書は，県職員および外部有識者らで保存すべきか，廃棄すべ

きかの判断が難しい．行政文書を作成・収受した部局の県職員が廃棄

すべきと判断した行政文書でも，外部有識者らは保存した方が望まし

いと判断する場合がある．

　例えば，県の報告書に含まれていない網羅的な統計データをどのよ

うに，どの程度まで保存していくかが評価・選別において課題となって

いる．基準表では，統計調査等資料の収集に関する事項において，統

計調査等資料に関する行政文書の保存期間は「3年。ただし、周期統計

調査に該当するものは、10年とする」，保存期間満了時の措置は「廃

棄。ただし、その後の政策立案等に大きな影響を与えた統計調査等資

料に関する行政文書ファイル等については、移管とする」と定めてい

る．この「ただし、その後の政策立案等に大きな影響を与えた統計調査

等資料」をどのように判断するかが難しい．特に，政策立案等に大きな

影響を与えるような統計調査でなくとも，報告書などの成果物に記載

されていない，細かな統計データをどこまで保存すべきか課題である．

iii) 地域の固有性のある行政文書

　評価・選別において，市町村合併，地域振興策・地域事業などといっ

た熊本県の地域の固有性を把握できる行政文書は保存する方針と

なっている．地域振興局など本庁の主管課以外の部局で作成された

行政文書で，本庁の主管課が取りまとめて成果物を保存している行政

文書は基本的に廃棄を予定している．しかし，本庁の主管課と作成・収

受した部局の双方で保存しておいた方が望ましい成果物や行政文書

もある．本庁の主管課とそれ以外の部局でどのレベルまで保存すべき

かまで基準表では言及していない．

　外部有識者の評価・選別で得られた知見や課題および行政文書を

作成・収受した部局の意見を基準表にフィードバックし，改善していく

ことが熊本県行政文書の評価・選別の向上につながる．その一方で，こ

れまでの評価・選別で得られた知見を基準表にフィードバックする場

合，全ての結果を基準表に反映すると，細かくなり過ぎるという課題が

ある．細かくなり過ぎた基準表では，対象となる行政文書が基準表の

どの項目に該当するのかがわかりにくくなり，かえって県職員や外部有

識者らが保存すべきか，廃棄すべきか判断しづらくなってしまう．その

ような事態を避けるためにも，以前にどのような行政文書をどのよう

な経緯で保存すべきと判断したのか，評価・選別のプロセスを県庁職

員と外部有識者らで共有するといった取り組みが必要となってくる．

質問紙調査の記録分析による
体育会学生の実態把握
－テキストマイニングの手法を用いて－

杉原 亨(ライブラリーサイエンス専攻 D2)

熊本県における評価選別と「統一的な
行政文書の作成、分類、保存及び
保存期間満了時の措置の基準表」の考察
永村 美奈 (ライブラリーサイエンス専攻 D3)

 i )， ii)， iii) 楠本誠二．“熊本県における行政文書管理制度”.アーカイブズ.2014,52,66-69

（発表者：杉原亨，共著者：相原総一郎，野口和久，廣川佐千男，奈良堂史）

rank    max-min max     min      max   min Question

1 0.2032 0.0908 -0.1124 4 2 Q2-2  ライバルに負けたくないから

2 0.1601 0.0946 -0.0655 4 2 Q5-1  将来に希望をもっている

3 0.1509 0.0991 -0.0518 4 2 Q6-9  自分に自信や肯定感をもつ

4 0.1311 0.0640 -0.0671 6 5 Q4-1  大学の授業などへの出席

5 0.1301 0.0640 -0.0661 4 2 Q3-16 先のことを考えるより、今を楽しく生きたい
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　大学おいては教育や研究，経営に関することなど，

あらゆる記録情報を扱っている．その中でも学生に関

する記録情報の管理は，大学において当然の責務であ

り，さらには経営判断や教学施策の策定においても重

要である．近年，日本でも多くの大学で，I R

（Institutional Research）部門が設置され，大学の

記録情報を経営や教学・研究活動に効果的に活用す

る動きが広がっている．IRの定義として，Saupe 

(1990)は「IRは組織の企画，政策策定，意思決定を支

援するような情報を提供すること」としており，IRに従

事する担当者は，学内の様々な記録（情報）を統計的

な手法で分析し，その結果に基づいて業務改善や施

策の提案などを行っている．IRの業務の１つとして，学

生への質問紙調査が位置づけられている．私立大学

ではスポーツが盛んな大学が多いが，部活動に従事す

る学生の学習状況や態度については課題を抱えてい

る状況である．アメリカでは，カレッジスポーツを統括

している組織として，NCAA（National Collegiate 

Athletic Association）が存在する．NCAAは，大学

など1000以上の団体が所属し，アスリート学生を支

援しており，教育的経験をつませることを重要視して

いる．このような背景を踏まえ，本研究では体育会学

生を対象に質問紙調査を実施し，さらに体育会学生の

なかでもプロ・セミプロ志向の学生についての傾向

を，機械学習の一つであるSVM (Support Vector 

Machine)で分析した．

　紙幅の都合で分析の詳細は省くが，プロ・セミプロ

を目指す学生は，競技生活で培った競争心が非常に

強いことがわかった．また，プロになるには非常に厳

しい関門があるはずだが，自分に自信を持っており，

将来に関して疑っていなく，ある意味ポジティブシン

キングができているようである．一方で，将来のことを

深く考えない傾向については，目の前の競技に打ち込

むことにより視野が狭くなっており，その要因として

競技以外のことに興味関心が及んでいないことが考

えられる．

　熊本県では公文書館を設置せず，「統一的な行政文書の作成、分

類、保存及び保存期間満了時の措置の基準表」（以下，基準表）をもと

に，行政文書を作成・収受した部局の県職員が行政文書の保存期間

と保存期間満了後の措置等を決定している．保存期間が満了した行

政文書については外部有識者（九州大学大学院統合新領域学府ライ

ブラリーサイエンス専攻三輪宗弘ら）が評価・選別を実施している．

しかし，外部有識者の熊本県行政文書の評価・選別において，以下の

ように基準表がうまく機能していないケースが見受けられた．

i ) 基準表で保存期間が満了後に廃棄になる行政文書

　基準表で保存期間が満了後に廃棄になる行政文書であっても，評

価・選別において保存すべきと判断した行政文書が存在した．

　例えば，基準表では県議会主管課に限って県議会に関する事項の行

政文書は10年保存後に廃棄が定められている．しかし，評価・選別に

おいては県議会主管課以外が作成した行政文書であっても，県の主要

な施策に関わる行政文書は保存した方が良いという意見があった．

ii ) 条件付き廃棄・移管になっている行政文書

　基準表で保存期間満了時の措置が条件付き廃棄・移管とされてい

る行政文書は，県職員および外部有識者らで保存すべきか，廃棄すべ

きかの判断が難しい．行政文書を作成・収受した部局の県職員が廃棄

すべきと判断した行政文書でも，外部有識者らは保存した方が望まし

いと判断する場合がある．

　例えば，県の報告書に含まれていない網羅的な統計データをどのよ

うに，どの程度まで保存していくかが評価・選別において課題となって

いる．基準表では，統計調査等資料の収集に関する事項において，統

計調査等資料に関する行政文書の保存期間は「3年。ただし、周期統計

調査に該当するものは、10年とする」，保存期間満了時の措置は「廃

棄。ただし、その後の政策立案等に大きな影響を与えた統計調査等資

料に関する行政文書ファイル等については、移管とする」と定めてい

る．この「ただし、その後の政策立案等に大きな影響を与えた統計調査

等資料」をどのように判断するかが難しい．特に，政策立案等に大きな

影響を与えるような統計調査でなくとも，報告書などの成果物に記載

されていない，細かな統計データをどこまで保存すべきか課題である．

iii) 地域の固有性のある行政文書

　評価・選別において，市町村合併，地域振興策・地域事業などといっ

た熊本県の地域の固有性を把握できる行政文書は保存する方針と

なっている．地域振興局など本庁の主管課以外の部局で作成された

行政文書で，本庁の主管課が取りまとめて成果物を保存している行政

文書は基本的に廃棄を予定している．しかし，本庁の主管課と作成・収

受した部局の双方で保存しておいた方が望ましい成果物や行政文書

もある．本庁の主管課とそれ以外の部局でどのレベルまで保存すべき

かまで基準表では言及していない．

　外部有識者の評価・選別で得られた知見や課題および行政文書を

作成・収受した部局の意見を基準表にフィードバックし，改善していく

ことが熊本県行政文書の評価・選別の向上につながる．その一方で，こ

れまでの評価・選別で得られた知見を基準表にフィードバックする場

合，全ての結果を基準表に反映すると，細かくなり過ぎるという課題が

ある．細かくなり過ぎた基準表では，対象となる行政文書が基準表の

どの項目に該当するのかがわかりにくくなり，かえって県職員や外部有

識者らが保存すべきか，廃棄すべきか判断しづらくなってしまう．その

ような事態を避けるためにも，以前にどのような行政文書をどのよう

な経緯で保存すべきと判断したのか，評価・選別のプロセスを県庁職

員と外部有識者らで共有するといった取り組みが必要となってくる．

質問紙調査の記録分析による
体育会学生の実態把握
－テキストマイニングの手法を用いて－

杉原 亨(ライブラリーサイエンス専攻 D2)

熊本県における評価選別と「統一的な
行政文書の作成、分類、保存及び
保存期間満了時の措置の基準表」の考察
永村 美奈 (ライブラリーサイエンス専攻 D3)

 i )， ii)， iii) 楠本誠二．“熊本県における行政文書管理制度”.アーカイブズ.2014,52,66-69

（発表者：杉原亨，共著者：相原総一郎，野口和久，廣川佐千男，奈良堂史）

rank    max-min max     min      max   min Question

1 0.2032 0.0908 -0.1124 4 2 Q2-2  ライバルに負けたくないから

2 0.1601 0.0946 -0.0655 4 2 Q5-1  将来に希望をもっている

3 0.1509 0.0991 -0.0518 4 2 Q6-9  自分に自信や肯定感をもつ

4 0.1311 0.0640 -0.0671 6 5 Q4-1  大学の授業などへの出席

5 0.1301 0.0640 -0.0661 4 2 Q3-16 先のことを考えるより、今を楽しく生きたい
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　本発表では，戦後の筑豊炭田に関する資料の取り扱い，そ

して埋もれた資料の「発掘」について，「場所のありよう」を

論考した地理学者・エドワード・レルフの「場所論　Sense of 

Place」（1975／1999）と，長年「筑豊」に対して「負」のイ

メージ付与がなされてきたことを「筑豊特殊論」と定義し，

考察した．

　資料の取り扱いに際し，避けねばならないこととして，以

下2つのことが挙げられる．１つは，歴史的に貴重な資料が

後々，何らかの理由によって，誰かに書き換え／書き加えら

れたり，削られたりすること．もう１つは，政治的なイデオロ

ギーが絡むことだ．殊に筑豊炭田に関しては江戸時代から，

炭鉱労働，そして「場所」そのものに周辺地域の民がなして

きた「蔑視」のまなざし，そして主に1910（明治43）年の日韓

併合以降から終戦まで労働に従事した「朝鮮人」の存在が

あった．こうしたことから炭鉱黎明期から現在に至るまで，

筑豊という「場所」に「負」のイメージが付与され続けてき

た．その結果，炭鉱閉山後の筑豊内の様々な遺構や資料が，

客観的な精査をなされ

ることなく破壊・廃棄

されてしまったのだ．

　筆者が考える戦後に

おける世間一般の筑豊

炭田のイメージ形成に

大きく影響を与えたも

のとして，①上野英信，

森崎和江などによる聞き取りの数々②写真家・土門拳の『筑

豊のこどもたち』（1960）③大牟田・三井三池炭鉱における

労働争議のアジビラ④五木寛之の『青春の門　筑豊編』

（1969）がある．これらは必ずしも「筑豊」の全てを物語るも

のではなかった．しかしあまりにも衝撃的な側面が強調され

てしまったことから，悲惨な境遇に置かれた労働者やその

子どもたちが暮らし，荒くれ者が闊歩する「場所」とイメージ

付けられてしまった．

　確かに「筑豊」では「劣悪な労働条件」で働かされていた

「荒くれ者の労働者」や「悲惨な子ども」たちが暮らしていた

「場所」だ．しかしそれらを「筑豊」の全てである，と「筑豊」の

「外」にいる人たちが捉えることは，「私たちが暮らす『場所』

とは違う」と，「負」の「別世界志向」に彩られた「筑豊」のイ

メージを形成することになる．

　こうした「筑豊特殊論」を克服するために，筆者を含む筑

豊炭田の研究者は，既存の資料や遺物の活用のみならず，

「筑豊特殊論」を形成してきた4要素以外の「筑豊」，例えば

2011（平成23）年，ユネスコの世界記憶遺産に選ばれた，山

本作兵衛の炭鉱記録画・文書以外の「埋もれたままのもの」

を掘り起こす必要がある．筑豊炭田に絡む「イメージ」には，

昨今の「朝鮮人強制連行」にまつわる歴史・政治・外交問題

も存在するが，多様な「筑豊炭田」の場所のありようを証す

るため，アーキビスト，研究者，草の根の人々との連携によっ

て，客観的に資料を収集，精査，保存，継承のための努力を

怠ってはならない．
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はじめに
　文書館等，記録を保存管理する機関においては，利用す
るユーザーにとって真に意義のある管理と利用を実現する
ために，そのの形状，内容が維持されるよう保存管理に努
める必要があります．
　そこで本研究は，各種記録のうち，方城町史編纂資料の中にあ
る役場文書82点の保存状態を分析し，その結果から，ユーザーの
ために有効な記録の保存管理のあり方を検討しました．
１．研究の方法
　本研究では「保存状態」を，過去の保管方法，場所，環境を反映
する痕跡と位置づけ，これを分析すると，記録が残された要因の
解明につながり，そして「利用のための保存」に必要視される保存
管理のあり方を導くことができるのではないかと考えます．この
考えのもと，文書群の構造を解析し，過去の文書管理を推定すべ
く，シリーズを設定し，これごとに文書に生じた，虫損，汚損，カビ
など劣化・損傷の傾向を把握すべく保存状態調査を行いました．
２．文書群構造と保存状態の分析
　文書群は，議会，調査統計，財政，住民，産業経済，教育といった
シリーズとし，機能により分類されました．このうち「村会議録」
等，議会に関する文書の劣化状態の傾向を図に示します．
　この中で，割合の高い劣化は「汚損」「破損」「擦り切れ」
「フォクシング」「茶変色」があり，これは利用や書庫環境，素材
そのものの化学変化による劣化と考えられる一方，「カビ」の
発生がみられ，これに対応して，利用に支障がある「水損」の
割合も一定数，みられます．

　このことから，「村会議録」を保管していた書庫は，事績として利
用された後，書庫に保管されたが，そこで，雨漏り等，水が侵入す
る被害を受け，それにより湿潤な環境となりカビが生じた，という
ような書庫環境が推測されました．他のシリーズの傾向と比較す
ると，保管されていた書庫に差異があると思われ，文書は議会関
係を所管する部署をはじめ，財政等各部署には，それぞれの書庫
があり，文書は部署ごとに管理していたが，町史編纂にあたって，
収集され，まとめられたのではないかと想定しました．
３．保存管理に関する検討
　分析結果から，保存管理においては，書庫の温湿度環境を制御
のほか，文書を外気から防護する保存管理方法を指向する必要が
あると考えました．こうしたなか，ファイルへの編綴が本紙の防護
につながる等，将来，利用するための整理が劣化を受けにくくする
ことを指摘し，利用することを目指すことが，保存にも有効と考え
ました．ただ不適切な編綴はかえって劣化を招きます．また，素材そ
のものの化学変化から，長期保存を視野に入れた記録媒体の使用
を考える必要があるのではないかと考えました．それには，保存管
理のあり方として，文書のライフサイクルの中の，各段階において
保存管理を認識し，そこで必要とされるニーズに対応した保存対策
の内容や手法を考えていく事が有効になると考察しました．

「場所論」「筑豊特殊論」から
考える，筑豊炭田の資料保存に
まつわる一考察

保存状態からみた記録の
保存管理方法に関する検討

鳥飼 かおる(ライブラリーサイエンス専攻 D1) 加藤 和歳 (ライブラリーサイエンス専攻 D2)
-方城町史編纂資料の事例から-
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　本発表では，戦後の筑豊炭田に関する資料の取り扱い，そ

して埋もれた資料の「発掘」について，「場所のありよう」を

論考した地理学者・エドワード・レルフの「場所論　Sense of 

Place」（1975／1999）と，長年「筑豊」に対して「負」のイ

メージ付与がなされてきたことを「筑豊特殊論」と定義し，

考察した．

　資料の取り扱いに際し，避けねばならないこととして，以

下2つのことが挙げられる．１つは，歴史的に貴重な資料が

後々，何らかの理由によって，誰かに書き換え／書き加えら

れたり，削られたりすること．もう１つは，政治的なイデオロ

ギーが絡むことだ．殊に筑豊炭田に関しては江戸時代から，

炭鉱労働，そして「場所」そのものに周辺地域の民がなして

きた「蔑視」のまなざし，そして主に1910（明治43）年の日韓

併合以降から終戦まで労働に従事した「朝鮮人」の存在が

あった．こうしたことから炭鉱黎明期から現在に至るまで，

筑豊という「場所」に「負」のイメージが付与され続けてき

た．その結果，炭鉱閉山後の筑豊内の様々な遺構や資料が，

客観的な精査をなされ

ることなく破壊・廃棄

されてしまったのだ．

　筆者が考える戦後に

おける世間一般の筑豊

炭田のイメージ形成に

大きく影響を与えたも

のとして，①上野英信，

森崎和江などによる聞き取りの数々②写真家・土門拳の『筑
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労働争議のアジビラ④五木寛之の『青春の門　筑豊編』

（1969）がある．これらは必ずしも「筑豊」の全てを物語るも

のではなかった．しかしあまりにも衝撃的な側面が強調され

てしまったことから，悲惨な境遇に置かれた労働者やその

子どもたちが暮らし，荒くれ者が闊歩する「場所」とイメージ

付けられてしまった．

　確かに「筑豊」では「劣悪な労働条件」で働かされていた

「荒くれ者の労働者」や「悲惨な子ども」たちが暮らしていた

「場所」だ．しかしそれらを「筑豊」の全てである，と「筑豊」の

「外」にいる人たちが捉えることは，「私たちが暮らす『場所』

とは違う」と，「負」の「別世界志向」に彩られた「筑豊」のイ

メージを形成することになる．

　こうした「筑豊特殊論」を克服するために，筆者を含む筑

豊炭田の研究者は，既存の資料や遺物の活用のみならず，

「筑豊特殊論」を形成してきた4要素以外の「筑豊」，例えば

2011（平成23）年，ユネスコの世界記憶遺産に選ばれた，山

本作兵衛の炭鉱記録画・文書以外の「埋もれたままのもの」

を掘り起こす必要がある．筑豊炭田に絡む「イメージ」には，

昨今の「朝鮮人強制連行」にまつわる歴史・政治・外交問題

も存在するが，多様な「筑豊炭田」の場所のありようを証す

るため，アーキビスト，研究者，草の根の人々との連携によっ

て，客観的に資料を収集，精査，保存，継承のための努力を

怠ってはならない．
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のものの化学変化から，長期保存を視野に入れた記録媒体の使用
を考える必要があるのではないかと考えました．それには，保存管
理のあり方として，文書のライフサイクルの中の，各段階において
保存管理を認識し，そこで必要とされるニーズに対応した保存対策
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　筆者は平成29（2017）年9月に3年ぶりにロンドンの英国国立公文書館(TNA)を訪問し，二週間の間，資料の閲

　覧の日々を送った．今回はドイツ，フランスを経由して，ユーロスターでロンドンに入った．第二次世界大戦中の

海外からの労働者の徴用工の国際比較をするための，賃金データと労働条件を調べるのが主な目的であった．た

またま英国国立公文書館で調査をすすめている折に，「書庫」を見学するツアー企画があり，これ幸いと飛び入り参

加した．その時のメモに基づく記録である．

　9月15日10時からツアーに参加．このツアーはＴＮＡの閲覧者（研究者が多い）に対する，書庫の中を見学させて

くれるツアーで，一通り紹介してくれる．デジタルカメラの撮影が可能で，案内担当者も上の人が対応し，レベルが

高い．ツアーの参加者には研究者である歴史家もいるので，鋭い質問が飛び，こちらも勉強になる．書庫を見学で

きたのは幸運であった．このとき偶然にも在英ジャーナリストの小林恭子氏も参加されていた．

　写真１と写真２は「箱」が収められた書架である．箱の中には20冊ほどのタグで結ばれたファイルが入っている

が，中には分厚いファイルが1冊だけ入っているというケースもある．写真3，写真４であるが，こちらは地図である．

地図も大きさが様々であることもわかる．キャビネットには設計図とか絵画も収められている（写真5）．

　9月15日夜にロンドンの地下鉄で爆弾テロがあったので，9月16日のＴＮＡの警備が厳しく，入口で一人一人の

チェックが行われた．たまたま9月16日（土曜日）は一般に広く英国国立公文書館を公開する「Open House」の行

われる日で，またまたこれ幸いに9時半から当日予約するために並んだ．ネットで申し込むこともできるようだが，今

回は当日申し込みの飛び入りである．

英国国立公文書館の書庫ツアーに参加して
三輪 宗弘 (ライブラリーサイエンス専攻 教授)
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OPEN HOUSEのチラシ

写真1：書架と箱

写真3：一番大きな地図 写真4：地図の棚 写真5：設計図，絵画の入ったキャビネット

写真6：修復現場の作業 写真7：サルベージ・トレイ 写真8：修復道具写真2：書架と箱

　12時半からツアー「Repository Tours」に参加したが，撮影が公開のスペースだけであった．昨日とはがらりと変

わり書庫内の撮影は禁止であった．前日同じようなツアーに参加していたので，質問を行った．「横のタイヤは壁に

ぶつかってもいいようにという配慮」　「黄色いスリップの縦の番号であるが，部屋番号とShelfを示している」「設

計図も地図室にある．大きな地図はデジタル化している．」と答えていただいた．

　屋上から地下まで見学するツアーは前日夜のテロを受けて，安全という理由で中止になったが，仕方がない．

　この日最後の企画である午後3時半からのWorkshops（午前中から30分おきに2組に分かれて現場を見学し，

説明を聞く）に参加したが，とても面白かった．修復という地味な作業を行い，これを10年20年という長期間にわた

り継続している．アーカイブにとっても，重要な研究課題であると改めて思い知らされた．最新の技術の3次元解析

も利用しているし，Ｘ線も利用している．一方で日本の和紙が修復に使われている．糊は自前で昔ながらの手法で

でんぷんから作っていた．写真６，写真７，写真８をご覧ください．

　イギリスでは大英図書館でも同じような企画を行っており，閲覧者にバックグラウンドを積極的に開放しようと

試みている．税金が投入されているので，説明責任を果たすと同時に，自分たちはこんな素晴らしい取り組みを行っ

ているのだと謳っているのであろう．

　今回の英国国立公文書館は書庫に入ることができ，とても幸運であった．小生のアーカイブ研究に新たなテーマ

がまた一つ増えた．
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がまた一つ増えた．
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背景

　画像は図書，写真，新聞，地図，芸術品など文化遺産

の情報を伝達する上で不可欠である．しかし，現時点

で画像の配信はうまく行っていないことが多い．例え

ば，配信が遅延，アクセスの困難，検索結果と望ましい

結果乖離の問題が生じている．それらの原因の１つと

して多数の画像が多くのデータベースにそれぞれ保存

され，データベースの間の関連性が低く，相互の利用

が困難である事が挙げられる．こういった課題に対処

するために，IIIFプロジェクトが生まれた．

IIIFとは？

　今までの画像利用の流れは，利用者が画像ソフト

ウェアを利用し，ソフトウェアがキーワードにより関

連する画像をデータベースに探すことであった．しか

し，このような検索で掘り出した画像は単なる画像と

いう形式で表され，関連情報が見えない，画像の質も

保証できないという問題が生じている．この問題に対

処するために，一つの膨大な画像データベースを構築

し，画像をリンク付きで公開し，様々なソフトウェアを

利用できるIIIFというプロジェクトが構築された．現時

点で，このプロジェクトには多数の支援が得られ，数千

万の画像資源，大量の資金，豊かな画像処理ツール，

強力のネット通信基準などが融合され，画像利用のコ

ストが大きく減少している．将来には，このようなプロ

ジェクトを活用し，先端領域に幅広く応用されること

が期待されている．

　IIIFプロジェクトにおいて，柔軟な画像処理を実現

するためのシステムが開発されている．例えば，IIIFに

保存されている画像の画素が高いため，詳細をより容

易に視認するために画像に対する深度ズームを実現し

ている．また，画像のリンクを使い，保存場所よらず画

像を引用・再利用できる．さらに，複数のデータベース

に内容が近い画像を探し出しながら，同一界面に画像

の比較も実現できる．情報源も展示され，画像間の繋

がりも把握でき，１回の検索で関連情報を一括して探

し出すこともできる．

　IIIFは世界規模の画像通信フレームワークである．

全世界の画像を集め，情報の共有を行う．このような

ことを実現するため，イメージAPIとプレゼンテーショ

ンAPIという２つのツールがある．イメージAPIは画像

データベースから画像をあらゆるソフトウェアに届け

ることができる．プレゼンテーションAPIは画像に対

するズーム，移動などの操作を支援する．他にも，検索

APIと認証API，音声や動画などの映像メデイアに渡す

A/V APIなども提供されている．我々は色々なAPIを

利用し，画像ソフトウェアの能力をさらに進化するこ

とを目指している．（要約：唐一平，畑埜晃平）

IIIFの概要 

　2017年10月20日(金)に，IIIF(International Image Interoperability Framework)に関するワークショップを開催した．IIIF と

は，画像データやそれに対する注釈情報等の形式を統一することによって画像へのアクセスを標準化し，相互運用性を高めるための

国際的なコミュニティ活動である．画像データを利用者がより効率的に使える環境を提供することを目的としている．オープンアク

セスやオープンデータなど研究に関する情報やデータへの容易なアクセスや共有への動きが活発になる中で，IIFの活動は画像に着

目した一つの大きな動きと捉えることができる．日本でもIIIFに対応した動きがはじまっており，今後，デジタルアーカイブを公開す

る大学，ライブラリー，博物館等の機関にも広まってくると考えられる．

　今回，IIIFの主要メンバーが来日し，東京，京都で講演会やラウンドテーブルを開催したため，福岡にもメンバーを迎え，イベントを

企画した．東京，京都でのイベントとは趣向を変え，福岡では，IIIFを実際に体験することで，理解が深まるのではないかと考え，ワー

クショップ形式を取り入れた．プログラムの詳細は以下の通りだが，前半は，IIIFの概要，APIやビューアーなどIIIFが持つ機能，日本の

研究資料を対象にしたIIIF導入の事例に関する3つの講演があり，最後にIIIFの実習を行った．

　実習では，IIIF Curation Viewerを利用して，自分のパソコン上で閲覧できる仮想コレクションを作成した．IIIFを用いて公開され

ている画像を用いることで，自分用の画像コレクションの作成や画像の一部を抜き出すことなどを試してみた．また，Omekaという

図書館・博物館・文書館・人文系研究者向けのコンテンツ管理システムのプラグインであるIIIF Toolkit with　Miradorを用いて，

画像にアノテーションをした．アノテーションは，地図・年表上にもマッピングすることができ，さ

らに，他の人のアノテーションをすぐさま共有できることもわかった．IIIFの名前くらいしか知らな

いという参加者が多い中で，IIIFの理解の促進につながったのではないかと思う．

　参加者は27名であり，ライブラリーサイエンス専攻の教員，学生だけでなく，図書館職員の出席も多かった．

　今回のワークショップが，今後，画像の共有や利用，デジタルアーカイブの公開などに，役に立つことを願う．

　最後に，講演者，講師の皆様，参加してくださった皆様に感謝いたします．

「IIIF (International Image Interoperability Framework)　
ワークショップin九州」開催報告
石田  栄美 (ライブラリーサイエンス専攻 准教授)

Sheila Rabun (IIIF),
Tom Cramer (スタンフォード大学)

【プログラム】
13:50-14:00　開会挨拶
14:00-14:35　IIIFの概要[英語] Sheila Rabun (IIIF),Tom Cramer (Stanford University)
14:35-15:10　 IIIFの機能[英語] Jack Reed and Stuart Snydman (Stanford University)
15:10-15:25　休憩
15:25-16:00　IIIFと日本研究資料のデジタル化[英語] Dr. Reagan Murphy Kao (Stanford University)
16:00-17:00　IIIFの実習[日本語] 永崎研宣(人文情報学研究所)
17:00-17:05　閉会挨拶

永崎研宣(人文情報学研究所)
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で画像の配信はうまく行っていないことが多い．例え

ば，配信が遅延，アクセスの困難，検索結果と望ましい

結果乖離の問題が生じている．それらの原因の１つと
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するために，IIIFプロジェクトが生まれた．
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　今までの画像利用の流れは，利用者が画像ソフト

ウェアを利用し，ソフトウェアがキーワードにより関

連する画像をデータベースに探すことであった．しか

し，このような検索で掘り出した画像は単なる画像と

いう形式で表され，関連情報が見えない，画像の質も

保証できないという問題が生じている．この問題に対

処するために，一つの膨大な画像データベースを構築

し，画像をリンク付きで公開し，様々なソフトウェアを

利用できるIIIFというプロジェクトが構築された．現時

点で，このプロジェクトには多数の支援が得られ，数千

万の画像資源，大量の資金，豊かな画像処理ツール，

強力のネット通信基準などが融合され，画像利用のコ

ストが大きく減少している．将来には，このようなプロ

ジェクトを活用し，先端領域に幅広く応用されること

が期待されている．

　IIIFプロジェクトにおいて，柔軟な画像処理を実現

するためのシステムが開発されている．例えば，IIIFに

保存されている画像の画素が高いため，詳細をより容

易に視認するために画像に対する深度ズームを実現し

ている．また，画像のリンクを使い，保存場所よらず画
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に内容が近い画像を探し出しながら，同一界面に画像

の比較も実現できる．情報源も展示され，画像間の繋

がりも把握でき，１回の検索で関連情報を一括して探

し出すこともできる．

　IIIFは世界規模の画像通信フレームワークである．

全世界の画像を集め，情報の共有を行う．このような

ことを実現するため，イメージAPIとプレゼンテーショ

ンAPIという２つのツールがある．イメージAPIは画像
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ることができる．プレゼンテーションAPIは画像に対

するズーム，移動などの操作を支援する．他にも，検索
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A/V APIなども提供されている．我々は色々なAPIを

利用し，画像ソフトウェアの能力をさらに進化するこ
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国際的なコミュニティ活動である．画像データを利用者がより効率的に使える環境を提供することを目的としている．オープンアク
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目した一つの大きな動きと捉えることができる．日本でもIIIFに対応した動きがはじまっており，今後，デジタルアーカイブを公開す

る大学，ライブラリー，博物館等の機関にも広まってくると考えられる．
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ている画像を用いることで，自分用の画像コレクションの作成や画像の一部を抜き出すことなどを試してみた．また，Omekaという

図書館・博物館・文書館・人文系研究者向けのコンテンツ管理システムのプラグインであるIIIF Toolkit with　Miradorを用いて，

画像にアノテーションをした．アノテーションは，地図・年表上にもマッピングすることができ，さ

らに，他の人のアノテーションをすぐさま共有できることもわかった．IIIFの名前くらいしか知らな
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　近年，スタンフォード大学では，学部生の講義に（日

本語の）原典を使って教える機会が増えた．そこで，日

本語の知識がほとんどない学生達のために，私達は

江戸－大正時代の日本の旅行に関する紙資料の収集

を始めた．言語の知識がなくとも興味を持ってもらえ

るからである．これらの紙資料は非常に詳細で，豊富

な情報を含んでいるが，サイズが大きく，全コレクショ

ンを調査・分析するのが困難である． 

　そこで，私達はコレクションをデジタル化する事に

した．まず，資料の目録を作成し，さらに地理に関する

データを付加した．また，保存部門の専門家により，各

資料が検討が加えられた．2016年に，この日本のコレ

クションがデジタル化され，スタンフォードのデジタ

ルレポジトリに収録され，図書館の蔵書検索 

SearchWorks 内に公開された．また，2017年には

“Travel through Time: Japan”というオンライン展

示を作成した．　　　　　　　　　　　　　　　　

(https://exhibits.stanford.edu/time-travel-japan)．

今日はその展示を紹介したい．

　Spotlightはスタンフォード大学図書館が構築した

展示プラットフォームである．ズーム機能により，高解

像度の画像を細かく観察することが可能である．ま

た，コレクションを説明するエッセイも追加出来る．例

えば，学生は原典を用いて彼らの考察を強調しながら

プレゼンテーションが出来る．また，教員は図の詳細

を強調しながら講義や発表が出来る．研究者は画像

間の微妙な差異をチェック出来る．

　Spotlight の特に優れた点は，日々新機能が追加さ

れている事である．今週火曜日，私は展示する画像を

選びながら，画像同士を横に並べて比較できたらいい

のにと考えていた．なんと，翌日にはSpotlight 上の

Mirador ビューアーで画像の比較機能の追加が発表

されたのだった．

　IIIFの活発な開発コミュニティの力で，可能性は広

がり続けている．他の機関の画像をSpotlightにド

ラッグ＆ドロップするだけで，画像を並べて比較でき

る機能も追加される．また，別のプロジェクトでは，

Miradorビューアーを用いて IIIFの手書き日記の画像

に注釈をつける事も可能になる予定である．来月何が

可能になるか楽しみである．(要約：畑埜晃平)

IIIFと日本語文献
デジタルコレクション
Regan Murphy Kao
（スタンフォード大学東アジア図書館）

　全世界範囲の画像資源の利用という目的は，IIIF の

目標である．資料の共用のために，IIIFイメージAPI

（IIIF Image API），IIIFプレゼンテーションAPI（IIIF 

P r e s e n t a t i o n  A P I），I I I F認証A P I（ I I I F  

Authentication API）とIIIF検索API（IIIF Search 

API），４つのAPIを提供した上で，Diva.jsなど６つの

閲覧サービスを開発した．

利用者はIIIFイメージAPIを利用して，目標画像の情報

（サーバ，サイズ，識別子など）を入力し，入力したサー

バから適切な画面資料を得ることができる．また，デ

ジタル台風情報やヴィクトリア&アルバート博物館の

情報サービスなどの利用実例も紹介された．

IIIF プレゼンテーションAPIは，より良い検索環境を

作るためにIIIFイメージAPIと協働するAPIである．デジ

タルコレクションから重要な情報を収集して，利用者

が検索を行う際，欲しい資料を順調に発見できる手が

かりを提供する．一番重要な部分はIIIFマニュフェスト

（IIIF Manifest）である．デジタルコレクションからも

らえるIIIFマニュフェストが，検索にとって必要な情

報，例えばタイトルや他の関係ある記述情報などを全

て含めている．１つのIIIFマニュフェストが１つのコレ

クション（本，画像など）を記述できる．

IIIF プレゼンテーションAPIも他の特性がある．コレ

クションの記述，利用統計の表示，他のコレクションと

の関連性などの情報を利用者にも提供できる．IIIF プ

レゼンテーションAPI3.0バージョンは，現在利用して

いるAPIより，もっと豊富な機能をもつ．画像だけでは

なく，音声ファイルや映像も処理できる．画面を分析

する時，横さと長さはもちろん，時間という因子も扱え

る．実際，APIを通じてアクセス出来る画像コレクショ

ンは多数ある．コンピュータヴィジョンや機械学習技

術の応用も可能となった． 

Universal Viewer とMirador，２つの閲覧サービス

を紹介する．Universal Viewerは全世界の大学や図

書館が支えている．IIIFのサービスを利用して，フォー

マットを問わず，いろいろな画像情報を検索できる．

必要ならば3Dの画面も提供される．Miradorは３つ

の機能を備える．それは，IIIFコンテンツの閲覧，画面

を作る，注釈を付ける．そして，目標画像を他の画像と

比較すること，分析することもできる．

Miradorの開発者は全世界に分散している．彼らのお

かげで，Mi rado rがどんどん改善されている．

Mirador3は，ソフトの利用者画面を利用者の好みに

応じて改造しやすい，文章を編集しやすい，他のソフト

に統合できる機能を目指す．携帯電話に搭載できる

端末も開発中である．（要約：李キツ，畑埜晃平）

IIIFの機能について
Jack Reed (スタンフォード大学)，
Stuart Snydman (スタンフォード大学)

図：オンライン展示“Travel through Time: Japan”
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した．まず，資料の目録を作成し，さらに地理に関する

データを付加した．また，保存部門の専門家により，各

資料が検討が加えられた．2016年に，この日本のコレ
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IIIFと日本語文献
デジタルコレクション
Regan Murphy Kao
（スタンフォード大学東アジア図書館）
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IIIFの機能について
Jack Reed (スタンフォード大学)，
Stuart Snydman (スタンフォード大学)
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　ライブラリーサイエンス専攻では，メリーランド大学カ

レッジパーク校，テキサス大学オースティン校より２名の

講師を迎え，数理・データサイエンス教育研究センター，

人 文 科 学 研 究 院 ，附 属 図 書 館 と の 共 催 で ，

Computational Archival Scienceに関する２つの講演

会を開催しました．学内だけでなく，学外からも参加者が

あり活発な議論が行われました．

　行政機関や企業等が業務上作成する文書や記録の管理・提供に関する研究・理論をArchival Science と言います．

CASは，計算機科学の技術を利用して，記録の統合，構造化，可視化等を行い，膨大な情報に対するアクセス性を高め

る学際的な領域です．今回の講演会では，CAS の技術面から実践までと，どこにアーキビストが関与するのかについ

て講演して頂きました．１日目（伊都キャンパス）の講演では，データマイニング，テキストマイニング，データサイエンス

等に興味を持つ研究者・学生を主な講演参加者として，どのような技術や情報により文書や記録をどのように統合化／

構造化／可視化しているのかという技術面に焦点を当てて解説して頂きました．２日目（箱崎キャンパス）の講演では，

アーカイブズ，ディジタルヒューマニティーズに興味を持つ研究者・学生および図書館，文書館等の職員を主な講演参

加者として，CAS の目的，ディジタルヒューマニティーズとの接点，アーカイブズと計算機科学を合わせた考え方，CAS 

で提供される統合化／構造化／可視化された記録や情報を利用してどのようなことができるようになるのか等につい

て，CASの実践例から解説して頂きました．

　日本では，まだ，Archival Scienceに計算機科学を取り込んだ学際的な研究領域は進んでいません．これを機会に

両分野の研究者が協力し，日本における CAS が活発に行われるようになることを期待します．

講師： 

Richard Marciano
  Professor/Director, Digital Curation Innovation Center (DCIC) at University of Maryland
  Professor, College of Information Studies at University of Maryland

Maria Esteva
  Research Associate/Data Archivist, Texas Advanced Computing Center at University of Texas
■ 講演１

Computational Archival Science (CAS)  ～ その方法，資源，学際的アプローチ ～
日時 2018年1月15日 14:00 - 16:10

会場 九州大学伊都キャンパス 伊都図書館3階大会議室

Computational Archival Science (CAS)
講演開催報告

　まず，CASとは何かについての説明，CASに関連したプロジェクトの紹介の後，IEEE BigData 2016およびIEEE 

BigData 2017でのCAS workshopにおける発表に関して，それぞれの研究がどのような計算機科学の技術を用いて何を

しているかということに焦点を当てた解説があった．

　次に，テキサス大学の古典考古学研究所のディジタルアーカイブの実践例の紹介があった．考古学では、遺跡は発見の過程

で破壊される．このため，遺跡と発掘物に関する証拠書類は，遺跡の歴史を理解し，解釈するための基本的なものであり，研究

と関連付けて書類の保存が整然と行えるデータ管理システムが必要である．本ディジタルアーカイブを例にとり，アーカイブの

構築と保存のために，どのようにして，アーカイブ理論と実践を計算資源と研究のワークフローに結び付けるかが解説された．

■ 講演２

Computational Archival Science (CAS)  ～ 研究から実践まで ～
日時 2018年1月16日 14:00 - 17:00

会場 九州大学箱崎キャンパス 中央図書館別館4階視聴覚ホール

 九州大学大学院人文科学研究院

　まず，CASの目的が述べられた後，大規模なデジタルアーカイブの評価，記述，アクセス，および保存のために、計算機による

分析や可視化がどのように利用されているかが示された．

　次に，CASの実践例としてWWII Japanese-American Internment Camps Projectが取り上げられ，アーカイブコレクショ

ンを効率よく構築し，そのアクセス性と透明性を向上させるためのlinked dataなどの様々な技術の利用についても述べられた．

テキサス大学考古学研究所の5テラバイトの考古学デー
タの可視化．ネストされた四角は、ディレクトリとサブディレ
クトリであり，そのサイズは格納されているデータサイズに
対応．色は，画像，gis，データベース，Excelスプレッド
シート，テキストなどのファイルクラスを表し，黒は未知の
ファイルクラスに対応．

ソーシャルネットワーキングとインタラクティブマッピングテ
クニックを活用してオブジェクト同士を繋げ可視化するこ
とで，索引カードの森に隠された未知の物語を発見でき
る．

特集 04 CAS講演

冨浦　洋一（ライブラリーサイエンス専攻 教授）

Marciano教授 Dr.Esteva
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　2017年3月まで『九州大学百年史』の執筆・編集を

担当していました．現在は大学文書館で文書資料の保

存や公開のための業務や研究をしています．以前から

研究や百年史の執筆・編集の過程でさまざまな文書

資料に利用者として接してきましたが，現在では文書

資料を提供する立場となっています．

　2017年は公文書の管理・保存が政治的にも大きな

問題となりましたが，その際にも明らかになったよう

に，日本は公文書のみならず文書資料の管理・保存や

その利用については後進国です．文書資料の利用の

後進性については，利用しやすい環境というのがこれ

まで整えられていなかったことがその1つの原因だと

言えます．では文書資料を利用しやすくする（利用した

いと思ってもらえるようにする）にはどうすればよいの

か，保存と利用のバランスはどうとればよいのか．文

書資料の利用という観点から，アーカイブズに関する

研究・教育を進めたいと考えています．

 藤岡 健太郎
  (ライブラリーサイエンス専攻 准教授)

岡崎 　　敦（大学院人文科学研究院教授） 情報管理の現代的動向， アーカイブズ学理論
折田　 悦郎（大学院人文科学研究院・大学文書館教授） 大学史，大学文書館
酒匂　 一郎（大学院法学研究院教授） インターネットの情報法制
高野　 信治（大学院比較社会文化研究院教授） 近世社会集団とアーカイブ
冨浦　 洋一（大学院システム情報科学研究院教授） 自然言語処理技術を用いた情報の抽出・組織化
廣川 佐干男（情報基盤研究開発センター教授） 情報検索とテキストマイニング
三輪　 宗弘（附属図書館付設記録資料館教授） 公文書の廃棄選別，企業資料の整理と公開
石田　 栄美（附属図書館研究開発室准教授） 情報の組織化・分類・検索
川平　 敏文（大学院人文科学研究院准教授） 近代以前の書誌学
多川　 孝央（情報基盤研究開発センター准教授） ICTによる教育支援, eラーニング
畑埜　 晃平（基幹教育院准教授） 機械学習・データ解析，オープンサイ工ンス
渡邊 由紀子（附属図書館准教授） 情報の提供・利用

専任教員の研究・教育・社会活動等については，「九州大学研究者情報」をご参照ください．
http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp

新任教員紹介 修了生紹介

その他の専任教員一覧（職位ごとの五十音順）

ライブラリーサイエンスで
得られた学び
吉川　由香里 (九州大学病院)

　私は，平成21年より九州大学病院の教育担当部署

に所属し，主に教育プログラムの企画・運営・企画を

行っています．また院内の看護職員が活用している

e-learningシステムの運営・教材開発も担当してお

り，多くの様々な情報の管理・提供を行っています．そ

のため情報に関する知識を増やすこと，硏究手法を学

ぶことを目的に，平成25年に社会人学生として，ライ

ブラリーサイエンス専攻（LSS）に入学しました．働きな

がら，また家事をこなしながら授業を受け，研究を

行っていかなければならなかったため，3年の長期履

修制度も認定して頂き，久しぶりの女子大生となりま

した．しかし，4月某日の入学式，20数年，医療のこと

しか学んでいなかった自分にとって，諸先生方が挨拶

で話される日本語（単語）の意味が良く分からず，「本

当にここでやっていけるのか？！しまった・・・」と，愕然

としたのを覚えています．

　授業が始まってからも「情報」の幅の広さに驚き，

「公文書館って何？」「文書記録って何の記録？」と一

つ一つの言葉から調べなければならず，理解できるま

でにはかなりの時間を要しました．PTLやインターシッ

プ，学習科学などでは，歳が離れているだけでなく，文

化の異なる留学生ともチームを作り，課題設定と実践

を行わなければならず，とても苦労したのを覚えてい

ます．しかし，私は学生の中では最年長者でしたので，

常にリーダーシップをとっていく役割なんだと認識

し，マネージメントして進めて行きました．最後のレ

ポートを提出し，履修できた時は大きな達成感を得

ることができましたし，副次的効果として(？)マネー

ジメント力も培われ，現在でも役立っているように思

えます．

　自分で稼いだお金で自分が学びたくて通った3年間

は，職場のスタッフや家族に支えられながら，これまで

味わった学生気分とは異なり，かなり充実した濃い時

間でした．さらにLSSは「情報」という一つのキーワー

ドの中で，様々な領域が融合して学べるところでした．

医療の枠でしか物事を取らえることが出来なかった

自分が，ここで沢山のことを学ばせて頂いたお陰で

「情報」を広い視野で見ることができ，今とても役立っ

ています．医療分野における「情報」はかなり発展して

きていますが，看護の中ではまだまだ追いついていな

いところが沢山あります．少しでもここでの学びが看

護に活かせるように，今後も務めていきたいと思って

おります．異業種のうえ，先生方ともあまり歳が変わ

らない学生でしたが，熱心にご指導頂き，本当に感謝

しております．LSSが益々発展し，多くの卒業生が活躍

されることを祈っております．
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http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp
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初めての国際会議参加を経験して
福嶋　香奈 (ライブラリーサイエンス専攻 M2)
　大学での学習や研究活動にはライティングスキルが密接に関わっており，多くの大学でライティングに関する授業が行

われるとともに，授業外でも利用できるライティングサポートを実施する大学が増加しています．しかし現状は，国内で授

業外ライティングサポートについてのガイドラインが確立されておらず，サポートによって実施体制や指導内容に多様性が

生じています．また，授業外ライティングサポートではライティング指導者への研修体制が確立されているとは言えず，サ

ポートによって研修方法や充実度が異なっています．

　これらの状況から，授業外ライティングサポートの質の保証について課題があると考え，ライティング指導者に必要なスキルを

提示することを目的として研究を行っています．指導者に必要なスキルが明確になることにより，指導者にはどのような研修を行

うべきかが分かり，各サポートの研修が充実し，ライティング指導者と指導内容の質の向上に繋げることができると考えます．

　2017年11月，バンコクで行われたA-LIEP (Asia-Pacific Conference of Library & Information Education and 

Practice) に参加し，本研究の一部である日本の国立大学全86大学の授業外ライティングサポートの実施体制を調査し

た結果と，国内のライティングサポートにおける体制面の特徴と課題について，15分間の口頭発表と5分間の質疑応答を

行いました．そのほか，所属するゼミで投稿した別のポスター発表についても，質問への対応を一部行いました．なお本会

議への参加にあたり，九州大学基金から「学生の国際会議等参加支援」の助成を受けることができました．

　今回の国際会議での発表が初めての外部発表であり，英語での発表準備から実際の発表，質疑応答まで初めてのこと

ばかりで大変でしたが，今後の研究活動に活かせる良い経験となりました．また，他の参加者の発表を聞いたり，国内外

の研究者と交流し発表についてコメントをいただいたりしたことも，自身の視野を広げる機会となりました．本会議の主

催者であるチュラロンコーン大学の図書館見学やワークショップにも参加し，幅広い体験をすることができました．

　本会議への参加をきっかけに，今後も研究活動を継続して積極的に外部の学会や会議に参加し，自身の活躍の場を広

げていきたいと強く考えるようになりました．会議参加を通して得られたものは非常に多く，初めての国際会議に挑戦し

てよかったと感じています．

ライブラリーサイエンスを
専攻して
中西　勇人(株式会社ゼンリン)

　私はライブラリーサイエンス専攻において, 論文の

評価指標を研究テーマとしていました. 論文の引用関

係を分析し, そこから重要な論文を発見するための指

標や, そのための調査手法を研究しました. 論文デー

タベースという情報群に触れる中で, 修了後も膨大な

データを扱い, そこから新しいものを作り出せるよう

な仕事に就きたいと考え, 地図という大きな情報を扱

う企業であるゼンリンに就職しました. 現在社会人2

年目であり, まだまだ勉強不足な点も多いことを痛感

しつつ業務に励む日々を過ごしています. ライブラ

リーサイエンス専攻で学んだことを余すところなく業

務に活かしていると言うと誇張になってしまいますが, 

文系と理系の両方の側面からの幅広い勉強をしてき

たという自負と, 国際学会での発表等を通じて得た度

胸は, 社会人として大きな武器になっています. 

　学生生活を振り返ってみると, 私が本専攻で過ごし

た2年は, 短い期間ながらとても充実したものであっ

たと感じています. 前述の研究は, 私が純粋に興味を

持ったことをゼミで話したところから始まり, それが

先生方のご指導によってどんどんと膨らんでいき, 気

が付けば5本以上の論文の作成に携わって国際学会

の場で発表するに至っていました. また, 最後の修論

発表会での質疑応答も白熱し, そこからまた新たに一

本論文が書けるのではないかと思う程でした. 私の研

究は, 様々な分野の先生方から熱心な指導を受け

られる本専攻だからこそ得られた成果だと感じてい

ます. 

　また研究だけではなく通常の授業でも, 本専攻だ

からこそ経験できたことが多々ありました. 私はもと

もと工学部に在籍していたこともあり, 情報系の知識

はある程度有していたのですが, 図書館学やアーカイ

ブ学, 学習科学などは本専攻でなければまず触れる

ことが出来ない分野でした. これを学ぶことが出来た

というのは貴重な経験になったと思います. また講義

は先生が親身になって教えて下さるものが多く, 授業

というよりディスカッションのようになるようなもの

もあり, 学生としてとても恵まれた環境でした. 

　このような充実した場であったライブラリーサイエ

ンス専攻と, ご指導くださった先生方に改めて深く感

謝致しますと共に, ますますのご活躍をお祈り申し上

げます. また私自身, 本専攻を修了した身として恥じぬ

よう, 今後も努力してまいりたいと思います. 
発表論文の書誌情報
Fukushima, K., Ishita, E., & Watanabe, Y. (2017). Exploring Issues and Challenges in Writing Support in 
Japanese Universities. Proceedings of the 8th Asia-Pacific Conference of Library & Information Education and 
Practice, A-LIEP 2017, Bangkok, November 13-15, 2017. (pp.98-107)
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持ったことをゼミで話したところから始まり, それが

先生方のご指導によってどんどんと膨らんでいき, 気

が付けば5本以上の論文の作成に携わって国際学会

の場で発表するに至っていました. また, 最後の修論

発表会での質疑応答も白熱し, そこからまた新たに一

本論文が書けるのではないかと思う程でした. 私の研

究は, 様々な分野の先生方から熱心な指導を受け

られる本専攻だからこそ得られた成果だと感じてい

ます. 

　また研究だけではなく通常の授業でも, 本専攻だ

からこそ経験できたことが多々ありました. 私はもと

もと工学部に在籍していたこともあり, 情報系の知識

はある程度有していたのですが, 図書館学やアーカイ

ブ学, 学習科学などは本専攻でなければまず触れる

ことが出来ない分野でした. これを学ぶことが出来た

というのは貴重な経験になったと思います. また講義

は先生が親身になって教えて下さるものが多く, 授業

というよりディスカッションのようになるようなもの

もあり, 学生としてとても恵まれた環境でした. 

　このような充実した場であったライブラリーサイエ

ンス専攻と, ご指導くださった先生方に改めて深く感

謝致しますと共に, ますますのご活躍をお祈り申し上

げます. また私自身, 本専攻を修了した身として恥じぬ

よう, 今後も努力してまいりたいと思います. 
発表論文の書誌情報
Fukushima, K., Ishita, E., & Watanabe, Y. (2017). Exploring Issues and Challenges in Writing Support in 
Japanese Universities. Proceedings of the 8th Asia-Pacific Conference of Library & Information Education and 
Practice, A-LIEP 2017, Bangkok, November 13-15, 2017. (pp.98-107)
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博士院生の研究紹介

野口 和久（D2)
項目反応理論(IRT）はテスト受験者の成績に加えて問題の難易度や識別力を確率論的に求める成績評価法です．私
の研究課題は文書群を正例，負例に識別する機械学習での識別難易度や，識別に使う単語の重要度をIRTの評価指
標として実装することを目指しています．
Nao Wariishi, Kazuhisa Noguchi, Akira Aiba, Takahiko Suzuki, Sachio Hirokawa, IntractiveVisualization System of Contexts, 
Proceedings of 8th International Confrence on Computer Technologies and Development (ICCTD 2017), 

鳥飼 かおる（D1）
地理学者のエドワード・レルフによるsense of place，そして通常語られる側面とは異なる視点で「場所」を物語る
うわさや都市伝説を取り上げ，「福岡」という「場所のありよう」について研究を重ねて参りました．今課程におきまし
ては，日本の近代化を大きく支えた筑豊炭田という「場所」に付与されたイメージとその形成過程について，第2次世
界大戦後からエネルギー革命による炭鉱閉山期までの時期に焦点を当て，研究を深めていくことを目指しています．

中村 江里（D1）
旧久留米藩主有馬家に伝来したとされる資料の伝来・形成過程について研究しています．有馬家の旧蔵資料は，現在
複数の施設に分割収蔵されていますが，水害による被災，幾度かの整理・移管作業を経た結果，全体像が非常に把握
しづらいものとなり，歴史研究等への利用も困難な状況となっています．蔵書印，ラベル，目録，関係組織や人物の文
献資料の調査から資料群全体の点数や移管経路，内部構造や性質を明らかにし，また統一検索システム構築への検
討・実践などを行います．

北中 佑樹（D1）
e-learningシステムを使用する学習者の継続性に着目し，Learning Analyticsの観点から研究に取り組んでいま
す．e-learningシステムを使用したことで得られる学習活動記録から，学習者の内的状態の変化を推測することを研
究の目的としています．現在は，公開されている学習活動記録を対象に，機械学習を使用し学習者の分類・分析を
行っています．
Yuki Kitanaka, Kazuhiro Takeuchi, Sachio Hirokawa: Predicting Learning Result of Learner in E-learning Course with Feature Selection 
Using SVM, Proc. 9th International Conference on Education Technology and Computers(ICETC 2017), to appear.Yuki Kitanaka, 
Kazuhiro Takeuchi, Sachio Hirokawa: Finding Key Contentsfrom Click Stream on E-learning Course, Proc. 12th International 
Conferenceon Knowledge, Information and Creativity Support System (KICSS2017) pp.197-198, 2017.

永村 美奈（D3)
日本の地方自治体における行政文書の評価選別（何を保存して，何を廃棄すべきか）を研究しています．具体的には，
熊本県における評価選別の実務および他の地方自治体の評価選別の研究を通じて，地方自治体の評価選別の課題
や今後の在り方を明らかにし，熊本県の評価選別の基準表に反映していきます．

新原 俊樹（D3)
組織活動の中で，得られた情報や知識（それらを記録した電子ファイル）を各構成員が円滑に利用するための仕組み
づくりを目指しています．告構成員が電子ファイルの共有環境を自発的に整理し．自らが利用しやすい状態に改善す
るための支援環境を構築しました．現在，支援環境の導入による改善の効果について事例研究を行っています．

相原 総一郎（D2)
大学教育の評価指標を提供する学生調査の研究をしています．学生調査には高等教育研究の粋が集められています．
また，情報処理技術の進展は．かつては大型計算機でしていた分析をパソコンでできるようにしました．研究の目的
は，教育の機会均等や質保証，情報の公開や学習支援のような現代の高等教育システムの課題に応えることです．
Aihara Soichiro. Positioning of Research・DoctoratePrograms in the US: What We Learn from the NRC 2010 Ranking Data. Higher 
Education Planning in Asia (HEPA) Forum 2017, TokyoInstitute of Technology in Tokyo, Japan, March 21-22, 2017.

杉原 亨（D2)
大学における質保証に寄与するIR(lnstitutionalResearch）をテーマに研究を進めています．多様化した学生の実態
を把握するために，複数大学の学生のデータ（質問紙調査の結果）を用いて分析をしています．また，今後は科研デー
タベース，CiNiiなどを活用し．過去の学生調査に関する文献調査・データベース化にも取り組む予定です．

加藤 和歳（D2)
アーカイブズの保存と利用を両立させる観点から．その保存管理に関する研究に取り組んでいます．具体的には，
アーカイブズ学と保存科学を統合する方法で導く，文書群の「保存履歴Jから，必要な要素を抽出し，有効な理論と手
法構築を進めています．対象は近世・近代文書ですが，ライブラリー全体に適用できるような展開を考えています．
加藤和歳,「保存履歴からみた文書の保存・整理に関する考察　－伊東尾四郎文書を事例としてー」,日本アーカイブズ学会2017年度大会自由論題
研究発表会資料・ポスター研究発表要旨集,pp.8-10,2017
加藤和歳,「保存状態からみた記録の保存管理方法に関する検討　－方城町史編纂資料を事例として」, 記録管理学会2017年研究大会予稿集,
pp.52-55,2017
加藤和歳・酒井芳司編,『大宰府を探るサイエンス』九州歴史資料館第41回企画展展示図録, 2017

小相 香穂理（D2)
データに基づく教育活動の組織的評価・改善のためのIR(Institutional Research）をテーマに研究を進めています．
現在，告国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の文書群を対象に，テキストマイニング技術を活用した「大学の
強み分析」に関する研究に取り組んでいます．
Kahori Ogashiwa, Masao Mori, Sachio Hirokawa, Text Mining of University Midterm Reports for Comparison of Educational 
Strength, Proceedings of the International Conference New Perspectives in Science Education, March 16-17, 2017
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修士論文題目一覧
2017年度
萩原　　泰子　　「研究者による論文選択の実態に基づく文献検索講習会の提案」
水谷　江美子　　「蘚苔類標本データベースのためのデータセットの分析」
福嶋　　香奈　　「大学における授業外ライティングサポートの質保証」
本田　　優也　　「電子漫画コメント分析」
陳　　　聖億　　「中国の統計データの信憑性を巡る議論について －失業率とGDPを中心として－」
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項目反応理論(IRT）はテスト受験者の成績に加えて問題の難易度や識別力を確率論的に求める成績評価法です．私
の研究課題は文書群を正例，負例に識別する機械学習での識別難易度や，識別に使う単語の重要度をIRTの評価指
標として実装することを目指しています．
Nao Wariishi, Kazuhisa Noguchi, Akira Aiba, Takahiko Suzuki, Sachio Hirokawa, IntractiveVisualization System of Contexts, 
Proceedings of 8th International Confrence on Computer Technologies and Development (ICCTD 2017), 
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地理学者のエドワード・レルフによるsense of place，そして通常語られる側面とは異なる視点で「場所」を物語る
うわさや都市伝説を取り上げ，「福岡」という「場所のありよう」について研究を重ねて参りました．今課程におきまし
ては，日本の近代化を大きく支えた筑豊炭田という「場所」に付与されたイメージとその形成過程について，第2次世
界大戦後からエネルギー革命による炭鉱閉山期までの時期に焦点を当て，研究を深めていくことを目指しています．

中村 江里（D1）
旧久留米藩主有馬家に伝来したとされる資料の伝来・形成過程について研究しています．有馬家の旧蔵資料は，現在
複数の施設に分割収蔵されていますが，水害による被災，幾度かの整理・移管作業を経た結果，全体像が非常に把握
しづらいものとなり，歴史研究等への利用も困難な状況となっています．蔵書印，ラベル，目録，関係組織や人物の文
献資料の調査から資料群全体の点数や移管経路，内部構造や性質を明らかにし，また統一検索システム構築への検
討・実践などを行います．

北中 佑樹（D1）
e-learningシステムを使用する学習者の継続性に着目し，Learning Analyticsの観点から研究に取り組んでいま
す．e-learningシステムを使用したことで得られる学習活動記録から，学習者の内的状態の変化を推測することを研
究の目的としています．現在は，公開されている学習活動記録を対象に，機械学習を使用し学習者の分類・分析を
行っています．
Yuki Kitanaka, Kazuhiro Takeuchi, Sachio Hirokawa: Predicting Learning Result of Learner in E-learning Course with Feature Selection 
Using SVM, Proc. 9th International Conference on Education Technology and Computers(ICETC 2017), to appear.Yuki Kitanaka, 
Kazuhiro Takeuchi, Sachio Hirokawa: Finding Key Contentsfrom Click Stream on E-learning Course, Proc. 12th International 
Conferenceon Knowledge, Information and Creativity Support System (KICSS2017) pp.197-198, 2017.

永村 美奈（D3)
日本の地方自治体における行政文書の評価選別（何を保存して，何を廃棄すべきか）を研究しています．具体的には，
熊本県における評価選別の実務および他の地方自治体の評価選別の研究を通じて，地方自治体の評価選別の課題
や今後の在り方を明らかにし，熊本県の評価選別の基準表に反映していきます．

新原 俊樹（D3)
組織活動の中で，得られた情報や知識（それらを記録した電子ファイル）を各構成員が円滑に利用するための仕組み
づくりを目指しています．告構成員が電子ファイルの共有環境を自発的に整理し．自らが利用しやすい状態に改善す
るための支援環境を構築しました．現在，支援環境の導入による改善の効果について事例研究を行っています．

相原 総一郎（D2)
大学教育の評価指標を提供する学生調査の研究をしています．学生調査には高等教育研究の粋が集められています．
また，情報処理技術の進展は．かつては大型計算機でしていた分析をパソコンでできるようにしました．研究の目的
は，教育の機会均等や質保証，情報の公開や学習支援のような現代の高等教育システムの課題に応えることです．
Aihara Soichiro. Positioning of Research・DoctoratePrograms in the US: What We Learn from the NRC 2010 Ranking Data. Higher 
Education Planning in Asia (HEPA) Forum 2017, TokyoInstitute of Technology in Tokyo, Japan, March 21-22, 2017.

杉原 亨（D2)
大学における質保証に寄与するIR(lnstitutionalResearch）をテーマに研究を進めています．多様化した学生の実態
を把握するために，複数大学の学生のデータ（質問紙調査の結果）を用いて分析をしています．また，今後は科研デー
タベース，CiNiiなどを活用し．過去の学生調査に関する文献調査・データベース化にも取り組む予定です．

加藤 和歳（D2)
アーカイブズの保存と利用を両立させる観点から．その保存管理に関する研究に取り組んでいます．具体的には，
アーカイブズ学と保存科学を統合する方法で導く，文書群の「保存履歴Jから，必要な要素を抽出し，有効な理論と手
法構築を進めています．対象は近世・近代文書ですが，ライブラリー全体に適用できるような展開を考えています．
加藤和歳,「保存履歴からみた文書の保存・整理に関する考察　－伊東尾四郎文書を事例としてー」,日本アーカイブズ学会2017年度大会自由論題
研究発表会資料・ポスター研究発表要旨集,pp.8-10,2017
加藤和歳,「保存状態からみた記録の保存管理方法に関する検討　－方城町史編纂資料を事例として」, 記録管理学会2017年研究大会予稿集,
pp.52-55,2017
加藤和歳・酒井芳司編,『大宰府を探るサイエンス』九州歴史資料館第41回企画展展示図録, 2017

小相 香穂理（D2)
データに基づく教育活動の組織的評価・改善のためのIR(Institutional Research）をテーマに研究を進めています．
現在，告国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の文書群を対象に，テキストマイニング技術を活用した「大学の
強み分析」に関する研究に取り組んでいます．
Kahori Ogashiwa, Masao Mori, Sachio Hirokawa, Text Mining of University Midterm Reports for Comparison of Educational 
Strength, Proceedings of the International Conference New Perspectives in Science Education, March 16-17, 2017
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特色ある取り組み   本専攻の特色ある教育的取り組みを紹介します．

Department of Library Science, Graduate School of    Integrated Frontier Sciences, Kyushu University
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ライブラリーサイエンス専攻では，新しい枠組みにもとづき，
知の創造に関わる課題を知の統合によって解決し，
ユーザーの視点に立った情報の管理・提供を担う人材を養成します．

統合新領域学府共通科目における担当授業の紹介

教教育育研研究究上上のの理理念念／／入入学学かからら修修了了ままでで 

 

 

 情報の管理・提供に興味
を持つ，修士課程修了者  

情報の管理・提供
に携わる社会人 

情報の管理・提供に興味
味を持つ，学部卒業者 

【博士課程】2013年4月開設，入学定員３名
情報の管理・提供に関する課題を解決し、ライブラリー
サイエンスを深化・発展させる人材（研究者）の養成
①図書館情報学，アーカイブズ学，情報科学を
　カバーするT字型の研究能力の養成
②ユーザーの視点に立って、意義ある情報の管理・
　提供を考察する能力を養成
③従来の枠組みにとらわれずに、情報の管理・提供
　に関するより良い枠組みを探究する能力を養成

【修士課程】2011年4月開設，入学定員10名

情報の管理・提供の場で実践的に活躍する人材の養成

①ユーザーのニーズと知の創造・継承プロセスを把握させる教育
②図書館情報学とアーカイブズ学を統合した一体化教育
③情報の管理・提供を実現する情報通信技術の教育
④情報法制と情報流通制度に関する教育
⑤情報の管理・提供の在り方，ライブラリーの新たな
　機能を探求する能力の養成

大大学学等等のの教教育育・・研研究究機機関関

 

ライブラリーサイエンスを
深化・発展させ，人材養成
を行う大学等の教員 

情情報報のの管管理理・・提提供供組組織織

 

情報の管理・提供の新た
なモデルを提案し，組織を
牽引するリーダー 

公公文文書書館館 

図図書書館館 

記記録録管管理理のの専専門門企企業業 

情情報報ササーービビスス関関連連企企業業

 

情情報報通通信信技技術術関関連連企企業業

 

研研究究機機関関 

【理念】 ユーザーにとって真に意義ある情報の管理・提供の実現 

ライブラリーサイエンス専攻活動日誌
2017年度

専
攻
内
容
紹
介

専
攻
内
容
紹
介 大学院統合新領域学府　Graduate School of Integrated Frontier Sciences

ライブラリーサイエンス専攻　Department of Library Science
修士（ライブラリーサイエンス）　Master of Library Science
博士（ライブラリーサイエンス）　Doctor of Library Science
修士課程　10名
博士後期課程　 3名
修士課程　平成23（2011）年4月
博士後期課程　平成25（2013）年4月
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2014～17年度「最先端セミナー」
折田　 悦郎「九州大学の誘致・設置運動」
廣川 佐千男「文献調査のためのテキストマイニング」
井上　    仁「eラ一二ングとオープンエデュケーション」
冨浦　 洋一「大量のテキストデータ，数値データからの情報構造の抽出」
三輪　 宗弘「米国の諜報能力・調査能力―記録管理という視点から―」
酒匂　 一郎「情報の法的地位と電子書籍」
畑埜　 晃平・石田　 栄美「オープンアクセス，オープンデータ，オープンサイエンス」
川平 　敏文「九州大学の貴重日本古典を繙く―和本の世界―」
高野 　信治「歴史の情報と叙述―アーカイブの思想を探る―」

2017年５月31日（水）
入試説明会　中央図書館３階　演習室D

2017年9月2日（土）
オープンキャンパス　中央図書館３階　第２情報サロン

2017年10月20日（金）
ワークショップ「IIIF (International Image Interoperability Framework)ワークショップin九州」（本誌本号特集参照）
中央図書館４階　視聴覚ホール

2017年11月17日（金）
シンポジウム「情報管理専門職をめぐる民間企業と大学・学界」（本誌本号特集参照）　
中央図書館４階　視聴覚ホール

2018年1月15日（月）・16日（火）
講演会「Computational Archival Science (CAS)」（本誌本号特集参照）
伊都図書館３階　大会議室　および　中央図書館４階　視聴覚ホール

2018年2月23日（金）
修士論文公聴会　箱崎地区旧工学部５号館５階　大講義室
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問い合わせ先

九州大学大学院 統合新領域学府

http://www.ifs.kyushu-u.ac.jp     http://lss.ifs.kyushu-u.ac.jp/

〒812-8581  福岡市東区箱崎6-10-1

ライブラリーサイエンス専攻
工学部等教務課統合新領域係  TEL（092）642-7069

※詳しくは、統合新領域学府のホームページをご参照ください。
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